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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 1,202,419 △6.9 61,394 △52.1 52,007 △57.3 21,755 △70.9

20年3月期 1,291,081 41.6 128,098 58.6 121,708 55.5 74,822 64.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 74.51 74.50 4.3 4.5 5.1
20年3月期 262.24 262.04 15.9 10.3 9.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  537百万円 20年3月期  743百万円

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 1,117,417 484,485 42.2 1,615.98
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  471,686百万円 20年3月期  545,641百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 62,237 △99,302 48,382 104,322
20年3月期 103,329 △76,427 3,367 110,483

2.  配当の状況 

（注）22年3月期の配当金は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 19.00 ― 19.00 38.00 11,101 14.5 2.2
21年3月期 ― 19.00 ― 19.00 38.00 11,091 51.0 2.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

525,000 △21.3 18,000 △72.6 15,000 △76.2 3,000 △92.3 10.28

通期 1,070,000 △11.0 40,000 △34.8 34,000 △34.6 12,000 △44.8 41.11
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２１ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、２８ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  1,225,087株 20年3月期  981,373株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 424,917 △14.9 △7,120 ― △5,218 ― △12,353 ―

20年3月期 499,227 9.9 42,254 48.3 38,202 12.0 20,638 △22.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △42.31 ―

20年3月期 72.33 72.28

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 766,667 315,986 41.1 1,079.92
20年3月期 786,445 365,931 46.5 1,250.82

（参考） 自己資本 21年3月期  315,221百万円 20年3月期  365,409百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。なお、上記業績予想に関する事項については、４ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」（次期の見通し）を参照してください。 
２．平成２２年３月期の配当予想については、現時点では未定のため、開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やかに開示いたします。なお、当
該理由等は、５ページ「１．経営成績（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」を参照してください。 
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（当期の経営成績） 

当期の世界経済は、特に後半において、経済危機が一気に深刻化いたしました。米国の金融危機を震源とし

て、実体経済に影響を及ぼし、日米欧など先進国のみならず、外需に支えられ比較的堅調に推移していた中国

をはじめとする新興国へも飛び火し、世界同時不況の様相を呈するようになりました。  

  わが国経済も、外需の低迷や円高・株安の同時進行、企業収益の大幅な減少などにより、消費・投資マイン

ドが大きく冷え込み、これも後半に入って、景気の急速な悪化に歯止めがかからず、底入れが見えない局面が

続きました。  

  一方、当社グループは、2010年度を目標年度とする戦略経営計画“フュージョン10（テン）”で定めた2008

年度営業利益目標を1年前倒しで達成したことを踏まえ、“フュージョン10（テン）”の後半３ヶ年計画を

2008年に策定し、グループ年頭方針「ダイナミズム＆チャレンジ」のもと、目標達成に向けた取り組みを、期

初より、開始いたしました。  

  しかしながら、後半以降の景気の急減速による需要の減少と円高の進展による為替換算の影響を受け、当期

の業績につきましては、連結売上高は、前期比6.9％減の1兆2,024億19百万円となりました。  

  利益につきましては、コストダウン活動や経費・固定費の削減の取り組みを推し進めましたが、原材料価格

の高騰、売上高の減少、操業度の低下などの要因により、連結営業利益は613億94百万円（前期比52.1％

減）、連結経常利益は520億7百万円（前期比57.3％減）、連結当期純利益は217億55百万円（前期比70.9％

減）と大幅な減益となりました。  

  
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、7月のシーズン 盛期に天候に恵まれ、上期は前

年同期を上回りましたが、下期は前年割れが続き、年間では前期並みとなりました。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』を中心とした省エネ環境提案や快適訴求による販促展開により、前期を上回る販売台数を

確保しました。  

 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が、上期は前年同期並みで推移したものの、下期

以降の景気後退下での設備投資の抑制、建築着工の低迷により、年間では前期を下回りました。当社グループ

も業界需要の減少影響を受け、販売数量・売上高ともに前期を下回りました。その中でも、既設配管の利用が

可能で省コスト・短期間での空調更新を実現した『ビル用マルチＶｅ－ｕｐＱ』や、高暖房ビル用マルチ『ホ

ッとエコビルマル』による販売店様・ユーザー様への提案活動に努めた結果、ビル用マルチエアコンについて

は、販売台数・売上高ともに前期を上回りました。  

 海外では、2008年9月のリーマン・ショックに端を発する全世界的な金融危機および景気後退の波を受け、

各地域で需要が減退したほか、ユーロ、米ドルをはじめとする各国通貨が下落し円高が進行しました。それに

伴い、海外空調事業全体の売上高は上期では前期を上回っておりましたが、年間では前期を下回りました。  

 主要市場の欧州地域では、天候不順と景気後退、金融危機による信用収縮を受け、住宅用、業務用とも販売

台数は前期を下回りました。その結果売上高は前期を下回りました。西欧主要国の需要が前期の７割以下とい

う状況で、当社グループは需要が減少してもシェア拡大をめざすとともに、中長期的な成長が見込める中・東

欧、ロシア、中東等での拡販や、暖房、セントラル大型空調などの事業拡大を図りました。暖房事業では、

2008年10月に暖房機器メーカーのロテックス社（ドイツ）を買収し、事業基盤の拡大を図りました。欧州市場

向けに開発したヒートポンプ式住宅温水暖房機の販売台数は前期比３倍超と大幅な伸びを達成しました。  

 中国地域では、北京五輪を境に、景気後退や不動産市況悪化が顕著となったものの、住宅用、業務用とも販

売台数は前期を上回り、売上高も前期に比べ増加しました。当社グループは大都市から地方への販路拡大を進

めるとともに、当社が得意とするマルチエアコンを、ビルから住宅に至るまできめ細やかな営業を行うことに

より拡販に努めました。地球温暖化防止のため、安価な省エネ空調機普及が世界的に求められている中で、環

境への取り組みを重視する当社グループは2009年2月に中国空調製造大手、珠海格力電器有限公司との協業に

合意し、当社の省エネ技術と格力の低コスト生産力を融合させたインバータ普及機の拡販へ布石を打ちまし

た。  

 東南アジア・オセアニア地域では、豪州での販売台数は、景気後退により前期を下回りましたが、タイ、マ

レーシアでは前期を上回りました。  

 新興国では、世界的な景気後退が影響し後半に減速がみられたものの、各国販売会社の強化・育成により、

中・東欧、中東、インドでの売上高は前期を上回るなど、新興国への展開が進みました。  

 アメリカ地域では住宅・建築市況低迷の中、住宅用はほぼ前期並み、業務用は前期を上回る販売台数となり

ました。当社は同時多発テロで崩壊したニューヨーク・世界貿易センタービルの跡地に建てられ、新たなニュ

ーヨークのシンボルとなる予定の「フリーダムタワー」ビルの空調設備を受注しました。アメリカで当社の省

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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エネ技術が認められ、知名度向上と今後の事業拡大につながる象徴的な受注となりました。  

 低温・冷凍機器では、海上輸送需要の下期以降の世界的な需要減退を受け、売上高は前期に比べ大幅に減少

しました。  

 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前期比6.4％減の1兆594億34百万円、営業利益は前期比42.3％減の716億

48百万円となりました。 

  
 ②化学事業 

 フッ素樹脂は、上期では米国ＬＡＮ市場向けや、中国・欧州での販売が増加し、売上高は前年同期を上回っ

たものの、下期以降の半導体・自動車市場向けを中心とした急激な需要の落ち込みと、在庫調整の影響を受

け、売上高は前期を下回りました。  

 化成品は、液晶関連のファインケミカル製品の販売や、撥水・撥油剤の中国・アジア市場向けの販売は堅調

でしたが、国内・米国・欧州での撥水・撥油剤の需要減少、半導体向けエッチング剤の需要減少の影響を受

け、売上高は前期に比べ減少しました。  

 フルオロカーボンガスは、アジアでの販売が好調に推移したことにより、売上高は前期に比べ増加しまし

た。  

 化学事業全体の売上高は前期比12.2%減の1,019億10百万円となりました。損益面では販売減・生産減と、商

品構成変化などによる利益率悪化に加え、為替の円高影響、原材料の市況高騰などにより、95億8百万円の営

業損失となりました。 

  
 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分野の主機メーカーが大幅な減産となり、特に、高シェ

ア商品であるインバータオイルコンの装備率の高い高精度加工機の減産幅拡大の影響を下期以降大きく受け、

売上高は前期を下回りました。輸出は、台湾、韓国の成形機市場における差別化商品インバータ駆動油圧ユニ

ット（スーパーユニット）の拡販により、上期は前年同期を上回りましたが、世界的な市況低迷の影響を受

け、年間では前期を下回りました。  

 建機・車輌用油圧機器は、米国・欧州をはじめとしたグローバルマーケットでの中負荷閉回路ポンプ（ＨＳ

Ｔ）の拡販効果により売上高は前期を上回りました。  

 特機部門では、防衛省向け砲弾及び誘導弾用弾頭の納入が堅調に推移しました。  

 その他事業全体では、売上高は前期比4.6％減の410億74百万円となり、8億18百万円の営業損失となりまし

た。 

  
単独の業績については、全社の売上高は前期比14.9％減の4,249億17百万円となりました。損益面では71億

20百万円の営業損失、52億18百万円の経常損失、123億53百万円の当期純損失となりました。  

  

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、世界規模での景気低迷と実体経済の悪化により、本年（2009年）の世界経済

は戦後初のマイナス成長となる見込みです。この状況に対し、各国政府による景気対策の実施が打ち出されて

いるものの、景気の回復には時間を要し、総需要の低迷から、当面は極めて厳しい経営環境が続くものと想定

されます。  

  このような環境のもと、本年は「いまこそ、３Ｃの徹底を －Creative Challenge & Change－」をグループ

年頭方針としました。世界経済の先行きが見通せない中、従来延長の思考・行動を創造的破壊し、環境の急変

に打ち克つ柔軟で機敏な企業体質への変革に挑戦してまいります。  

 特に、徹底した短期利益の確保を 重要課題と位置づけ、あらゆる対策を実行すると同時に、中長期の成

長・発展を目指すテーマについては、選択と集中の観点から重点志向を徹底し、成果創出の加速を図ってまい

ります。  

 具体的には、  

 ・販売、サービス、商品開発、生産、ＳＣＭなど総合力を発揮しての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（インバーター空調機、暖房給湯、アプライド）の拡販  

 ・トータルコストダウンのより一層の推進  

 ・固定費の大幅な削減（投資抑制、Ｒ＆Ｄテーマの絞込み、人員再配置、全社を挙げての経費削減など）  

 ・設備投資の思い切った削減（重点テーマを除き全てストップ）  

などに取組むと同時に、景気回復時を見据えて、他社よりも大きく飛躍するための重点テーマとして、  

 ・次世代冷媒空調機など環境商品の開発の一層の加速  

 ・新興国での販売網構築（特にインド、ブラジル）  

 ・環境対応を軸に、住宅、店舗・事務所、ビル、工場など、お客様のニーズに合わせた商品、システム、 

  ソリューションを総合的に提供する新たなビジネスモデルの構築  

などにグループを挙げて取り組んでまいります。 
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平成21年度通期の連結業績予想につきましては、売上高は、前期比11.0％減の１兆700億円、営業利益は

34.8％減の400億円、経常利益は34.6％減の340億円、当期純利益は44.8％減の120億円を見込んでおります。 

 平成21年度の為替レートについては、1ユーロ120円、1米ドル90円を前提にしております。  

 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、主なものは以下の通りです。  
  

・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、米ドル相場）  

 ・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  
  

総資産は、1兆1,174億17百万円となり、前期末に比べて926億75百万円減少しました。流動資産は売上債権の減少

等により、前期末比788億１百万円減少の5,318億33百万円となりました。 

  固定資産は、空調・冷凍機事業の海外生産拠点での設備投資等の増加の一方、投資有価証券の時価変動等による

減少により、前期末比138億74百万円減少の5,855億83百万円となりました。負債は、仕入債務の減少等により、前

期末比171億74百万円減少の6,329億31百万円となり、有利子負債比率は、コマーシャル・ペーパーの増加等により

前期末29.5％から、37.4％となりました。純資産は、当期純利益の計上による増加はありましたが、円高影響によ

る為替換算調整勘定の変動及びその他有価証券評価差額金の変動により、前期末比755億円減少の4,844億85百万円

となりました。  

  当期のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前当期純利益の計上等により、622億37百万円

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、993億2百万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、483億82百万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期末残高は、1,043億22百万円となりました。  

  

 キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

   
（注） 自己資本比率（％）：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
  
   ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

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

         ります。 

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

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

  

株主への還元については、連結純資産配当率2.0％以上を維持することを基本とし、連結業績、財務状況、資金需

要等を総合的に勘案し、安定的に実施してまいります。  

 また内部留保金につきましては、経営体質の一層の強化を図るとともに、グローバル事業展開の加速、地球環境

に貢献する商品開発の加速など、事業拡大・競争力強化のための戦略的投資に充当してまいります。  

 当期（平成21年3月期）の配当金は、前期と同額の年間38円（中間配当19円、期末配当19円）の案とさせていただ

きました。  

 次期（平成22年3月期）の配当金は、経営環境の先行きが依然不透明であることから、現時点では未定とし、今後

の業績動向などを勘案した上で、第２四半期決算時をめどに、ご提案させていただきたいと考えております。  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローに状況に関する分析

②キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率(%) 44.1 47.5 34.2 45.1 42.2

時価ベースの自己資本比率(%) 115.5 151.4 92.9 103.6 70.0

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率(年)

3.8 2.7 5.4 3.5 6.7

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

8.5 12.3 12.4 8.9 7.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当企業集団（当社及び当社の関係会社）が営んでいる主な事業は、空調・冷凍機事業、化学、油機及び

特機製品の製造（工事施工を含む）、販売であり、連結財務諸表提出会社（以下「当社」という）はそれ

ら全事業の製造、販売を行っている。関係会社は各社が、空調・冷凍機、油機及び化学製品の製造、販売

の一部を行っており、その事業概要は次の通りである。 

  

  

(1) 空調・冷凍機事業  

 
  

  

2. 企業集団の状況

イ 主な製品名 住宅用機器 ：ルームエアコン、空気清浄機、除湿器、ＣＯ２ヒートポンプ式

給湯機

業務用機器 ：パッケージエアコン、スポットエアコン、ウォーターチリング

ユニット、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機、スクリュー冷凍機、

ファンコイルユニット、エアハンドリングユニット、低温用エ

アコン、空気清浄機、全熱交換器、換気扇、脱臭機、遠赤外線

輻射ヒーター、フリーザー、アンモニアウォーターチリングユ

ニット、エアフィルター、工業用集塵装置

舶用機器 ：海上コンテナ冷凍装置、舶用エアコン、舶用冷凍機

電子システム ：研究開発分野向けデータベースシステム、ＩＴネットワーク監

視システム、コンピューター・グラフィックス

ロ 会社名 

 ①国内関係会社

 

［連結子会社］ 

㈱ダイキンアプライドシステムズ、ダイキン空調東京㈱ほか販売会社19社、 

ダイキンエアテクノ㈱ほか販売及び工事施工会社１社、オーケー器材㈱、 

ダイキンレクザムエレクトロニクス㈱、ダイキントレーディング㈱、 

ダイキンファシリティーズ㈱ほか６社 

  

［持分法適用会社］ 

モリタニダイキン㈱ほか３社

 ②海外関係会社 ［連結子会社］ 

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ、ダイキン インダストリーズ(タイランド)リミテッド、 

大金空調(上海)有限公司、大金(中国)投資有限公司、大金冷気(香港)有限公司、 

西安大金慶安圧縮機有限公司、大金機電設備(蘇州)有限公司、 

大金電器機械(蘇州)有限公司、 

ダイキン オーストラリア プロプライアットリー リミテッド、 

ダイキン エアコンディショニング(シンガポール)ピーティーイーリミテッド、 

ダイキン コンプレッサー インダストリーズ リミテッド、 

ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド、 

ダイキン インダストリーズ チェコ リパブリック エスアールオー、 

ダイキン デバイス チェコ リパブリック エスアールオー、 

ダイキン エアコンディショニング アメリカズ インク、 

ダイキン トレーディング(タイランド)リミテッド、 

ＡＡＦ マッケイ インク、 

ＯＹＬ マニュファクチュアリング カンパニー センディリアン バハッド、 

マッケイ イタリア エスピーエイ、 

ＡＡＦ リミテッド、深圳麦克維尓空調有限公司、麦克維尓空調制冷(武漢)有限公司、 

グループ アソシエイティッド(シーアンド エル)センディリアン バハッドほか124社 

  

［持分法適用会社］ 

珠海格力大金機電設備有限公司ほか３社  
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(2) 化学事業  

 
  

(3)その他事業  

 
  

上記の、当企業集団の事業を概要図で示すと次頁のとおりであります。 

  

イ 主な製品名 フルオロカーボンガス ：冷媒、洗浄剤

フッ素樹脂 ：四フッ化エチレン樹脂、溶融タイプ樹脂、フッ素ゴム、フッ素

塗料、フッ素コーティング材(絶縁材、シール材、パッキン、

耐蝕ライニング、非粘着塗料、潤滑剤、ホース、ダイヤフラム

用)

化成品 ：半導体用エッチング剤、撥水撥油剤、離型剤、界面活性剤、フ

ッ化カーボン、フッ素オイル、医農薬中間体

化工機 ：溶剤脱臭装置、ドライエア供給装置

ロ 会社名

 ①国内関係会社 ［連結子会社］ 

東邦化成㈱、ダイキン化成品販売㈱

 ②海外関係会社 ［連結子会社］ 

ダイキン アメリカ インク、大金フッ素化学(中国)有限公司, 

ダイキン ケミカル フランス エスエイエス, 

ダイキン ケミカル ヨーロッパ ゲーエム ベーハーほか10社 

  

［持分法適用会社］ 

ＭＤＡマニュファクチュアリング インクほか３社

イ 主な製品名

  (油機関連) 産業機械用油圧機器・装置 ：各種ポンプ、各種バルブ、油圧装置、油冷却装置、 

 インバータ制御ポンプ・モータ

建機・車両用油圧機器 ：油圧トランスミッション、各種バルブ

集中潤滑機器・装置 ：各種グリースポンプ、各種分配弁

  (特機関連) 砲弾、誘導弾用弾頭、在宅酸素医療用機器

ロ 会社名 

 ①国内関係会社

 

［連結子会社］ 

ダイキン・ザウアーダンフォス・マニュファクチャリング㈱、 

ダイキン潤滑機設㈱、ダイキンパワーテクノス東日本㈱ほか２社 

  

［持分法適用会社］ 

ザウアーダンフォス・ダイキン㈱

 ②海外関係会社  [連結子会社]

オールワールドマシナリー サプライ インク
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当社は、経営の基本となる考え方を示す「グループ経営理念」の下に、高品質の商品、素材、サービスを通じ、

お客様に 高の利便性と快適性を提供し続ける企業として、技術基盤の向上に挑戦するとともに、資本の論理の経

営を徹底し、企業価値の 大化をめざします。また、高い倫理性と公正な競争をベースとしたフェアな企業活動、

タイムリーで適切な情報開示と説明責任の遂行、地球環境への積極的対応、地域社会への積極的貢献などを、グル

ープ共通の行動指針とし徹底して実践するとともに、グループ内での情報の共有化の徹底や時々の課題解決に 適

な柔構造の組織運営の徹底など、当社の良き伝統である「フラット＆スピードの経営」の一層の高度化を図り、グ

ループ全体の収益力向上、事業拡大に全力を尽くしてまいります。 

  

企業価値の 大化を経営の 重要課題のひとつとして位置づけ、擬似カンパニー制やＦＣＦ（フリーキャッシュ

フロー）、ＤＶＡ（ダイキン流経済的付加価値）、ＲＯＡ（総資本利益率）、ＲＯＥ（株主資本利益率）など「率

の経営」指標を経営管理の重要指標として、積極的な事業展開と経営体質の強化を推進しております。特に企業価

値の源泉であり、同時に全ての管理指標を向上させる総合指標としてＦＣＦを 重視し、収益の増加、投資効率向

上策にあわせて、売上債権及び在庫の徹底圧縮など運転資本面からもキャッシュフローを創出すべく取り組んでま

いります。  

  

当社は2008年5月、“フュージョン10後半３ヶ年計画”を策定いたしました。地球環境問題への積極的な貢献と事

業拡大の両立が 重要課題と位置づけ、その実現に向けた具体的戦略を明確化しました。  

 グローバルでの省エネ商品の拡充、ヒートポンプ技術による暖房事業への本格参入、中東・インドなど新興市場

への本格参入、アプライド事業の体制確立、エンジニアリング事業をはじめとした既存周辺分野での更なる事業拡

大など、環境戦略の展開を軸に大きな可能性のあるテーマに挑戦し、空調グローバル№１の実現を目指してまいり

ます。  

  

世界経済の先行きが見通せない中、本年は短期利益創出を 優先課題に、重点地域・商品を明確にした大拡販と

シェアアップ、原材料市況軟化・円高メリットを取り込む大幅なコストダウン、グループ全体の人員の戦略的再配

置と効率化などによる固定費構造の抜本的見直しなどの施策に取り組んでまいります。  

 その一方で、将来を見据え、ヒートポンプ暖房事業や次世代冷媒開発をはじめとした環境対応テーマの拡大な

ど、中長期テーマの成果創出の加速にも挑戦してまいります。 

  同時に、各事業の体質強化、法令遵守や企業倫理、安全操業などをはじめとしたＣＳＲ（企業の社会的責任）の

徹底と高度化、人材の強化育成など、企業体質の変革、更なるマネジメントの高度化にも取り組んでまいります。 

 今般、サービス本部ならびに子会社において不適切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。この事

態を厳粛かつ真摯に受け止め、再発防止策の実行とともに、コンプライアンス意識の一層の徹底と、モニタリング

等の内部管理体制の強化に努め、ステークホルダーの皆様の信頼回復に向けて、グループ一丸となって全力を尽く

してまいる所存です。  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4. 連結財務諸表

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 111,656 105,241 

受取手形及び売掛金 226,193 178,248 

たな卸資産 236,553 － 

商品及び製品 － 133,740 

仕掛品 － 44,450 

原材料及び貯蔵品 － 38,453 

繰延税金資産 13,365 9,781 

その他 28,318 27,021 

貸倒引当金 △5,452 △5,103 

流動資産合計 610,635 531,833 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 65,519 72,484 

機械装置及び運搬具 108,683 98,930 

土地 28,648 27,825 

リース資産 － 2,361 

建設仮勘定 19,069 21,890 

その他 21,221 19,590 

有形固定資産合計 243,142 243,082 

無形固定資産 

のれん 200,733 193,404 

その他 7,125 9,400 

無形固定資産合計 207,859 202,804 

投資その他の資産 

投資有価証券 121,254 94,346 

長期貸付金 938 1,135 

繰延税金資産 5,136 18,960 

その他 22,111 26,279 

貸倒引当金 △984 △1,026 

投資その他の資産合計 148,457 139,696 

固定資産合計 599,458 585,583 

資産合計 1,210,093 1,117,417 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 128,198 80,138 

短期借入金 73,950 74,879 

コマーシャル・ペーパー 58,000 120,000 

1年内償還予定の社債 － 20,000 

1年内返済予定の長期借入金 8,810 9,418 

リース債務 － 1,236 

未払法人税等 13,531 8,742 

繰延税金負債 1,436 3 

役員賞与引当金 190 140 

製品保証引当金 18,968 17,393 

未払費用 56,661 48,028 

その他 53,288 49,144 

流動負債合計 413,036 429,124 

固定負債 

社債 20,000 － 

長期借入金 196,166 190,778 

長期未払金 8,955 5,768 

リース債務 － 1,605 

繰延税金負債 7,129 1,266 

退職給付引当金 4,291 3,939 

その他 528 449 

固定負債合計 237,070 203,807 

負債合計 650,106 632,931 

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 351,499 366,836 

自己株式 △3,500 △4,743 

株主資本合計 516,008 530,102 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 10,101 △15,397 

繰延ヘッジ損益 371 464 

為替換算調整勘定 19,159 △43,482 

評価・換算差額等合計 29,632 △58,415 

新株予約権 521 764 

少数株主持分 13,823 12,035 

純資産合計 559,986 484,485 

負債純資産合計 1,210,093 1,117,417 
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 1,291,081 1,202,419 

売上原価 849,532 838,759 

売上総利益 441,548 363,660 

販売費及び一般管理費 313,450 302,265 

営業利益 128,098 61,394 

営業外収益 

受取利息 2,640 2,378 

受取配当金 1,927 2,195 

持分法による投資利益 743 537 

その他 4,622 4,263 

営業外収益合計 9,934 9,374 

営業外費用 

支払利息 10,159 7,032 

為替差損 443 5,556 

その他 5,720 6,172 

営業外費用合計 16,324 18,761 

経常利益 121,708 52,007 

特別利益 

土地売却益 20 － 

投資有価証券売却益 14 3 

特別利益合計 34 3 

特別損失 

固定資産処分損 879 1,704 

投資有価証券評価損 2,434 2,774 

退職給付制度終了損 － 1,222 

その他 293 335 

特別損失合計 3,606 6,036 

税金等調整前当期純利益 118,136 45,973 

法人税、住民税及び事業税 35,413 21,391 

過年度法人税等 3,520 － 

法人税等調整額 1,193 △202 

法人税等合計 40,128 21,189 

少数株主利益 3,185 3,029 

当期純利益 74,822 21,755 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 28,023 85,032 

当期変動額 

新株の発行 57,009 － 

当期変動額合計 57,009 － 

当期末残高 85,032 85,032 

資本剰余金 

前期末残高 25,968 82,977 

当期変動額 

新株の発行 57,009 － 

当期変動額合計 57,009 － 

当期末残高 82,977 82,977 

利益剰余金 

前期末残高 285,937 351,499 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 4,749 

当期変動額 

剰余金の配当 △9,232 △11,096 

当期純利益 74,822 21,755 

連結子会社の決算期変更に伴う増減 39 △14 

自己株式の処分 △66 △56 

当期変動額合計 65,562 10,587 

当期末残高 351,499 366,836 

自己株式 

前期末残高 △2,367 △3,500 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,495 △1,487 

自己株式の処分 362 243 

当期変動額合計 △1,132 △1,243 

当期末残高 △3,500 △4,743 

株主資本合計 

前期末残高 337,561 516,008 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 4,749 

当期変動額 

新株の発行 114,018 － 

剰余金の配当 △9,232 △11,096 

当期純利益 74,822 21,755 

連結子会社の決算期変更に伴う増減 39 △14 

自己株式の取得 △1,495 △1,487 

自己株式の処分 295 187 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 178,447 9,343 

当期末残高 516,008 530,102 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 33,780 10,101 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△23,678 △25,499 

当期変動額合計 △23,678 △25,499 

当期末残高 10,101 △15,397 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △26 371 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

397 93 

当期変動額合計 397 93 

当期末残高 371 464 

為替換算調整勘定 

前期末残高 26,226 19,159 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7,067 △62,641 

当期変動額合計 △7,067 △62,641 

当期末残高 19,159 △43,482 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 59,980 29,632 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△30,348 △88,048 

当期変動額合計 △30,348 △88,048 

当期末残高 29,632 △58,415 

新株予約権 

前期末残高 219 521 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 302 242 

当期変動額合計 302 242 

当期末残高 521 764 

少数株主持分 

前期末残高 12,191 13,823 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,632 △1,788 

当期変動額合計 1,632 △1,788 

当期末残高 13,823 12,035 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 409,952 559,986 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 4,749 

当期変動額 

新株の発行 114,018 － 

剰余金の配当 △9,232 △11,096 

当期純利益 74,822 21,755 

連結子会社の決算期変更に伴う増減 39 △14 

自己株式の取得 △1,495 △1,487 

自己株式の処分 295 187 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,413 △89,594 

当期変動額合計 150,034 △80,250 

当期末残高 559,986 484,485 

ダイキン工業㈱(6367)　平成21年3月期　決算短信

15



(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 118,136 45,973 

減価償却費 39,022 44,811 

のれん償却額 12,348 12,119 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △979 880 

受取利息及び受取配当金 △4,568 △4,573 

支払利息等 11,103 － 

支払利息 － 7,032 

持分法による投資損益（△は益） △743 △537 

土地売却損益（△は益） △20 － 

有形固定資産処分損益（△は益） 879 1,704 

投資有価証券売却損益（△は益） △14 △3 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,434 2,774 

売上債権の増減額（△は増加） △16,716 20,495 

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,540 △3,884 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,660 △31,191 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △931 △248 

前払年金費用の増減額（△は増加） △710 △892 

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は
減少） 

△3,460 △706 

その他 13,627 4,018 

小計 149,526 97,772 

利息及び配当金の受取額 4,556 4,569 

利息の支払額 △11,645 △8,152 

法人税等の支払額 △39,108 △31,951 

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,329 62,237 

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 △47,339 △61,381 

有形固定資産の売却による収入 2,330 441 

投資有価証券の取得による支出 △26,015 △19,286 

投資有価証券の売却による収入 19 5 

事業譲受による支出 － △731 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△2,861 △8,282 

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 

－ △510 

その他 △2,561 △9,557 

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,427 △99,302 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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） △242,987 66,728 

長期借入れによる収入 164,683 11,259 

長期借入金の返済による支出 △18,126 △13,659 

配当金の支払額 △9,232 △11,096 

少数株主への配当金の支払額 △3,083 △2,283 

株式の発行による収入 113,314 － 

その他 △1,199 △2,566 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,367 48,382 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,459 △17,393 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27,809 △6,076 

現金及び現金同等物の期首残高 82,658 110,483 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 

15 △85 

現金及び現金同等物の期末残高 110,483 104,322 
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該当事項はありません。 

  

 主要会社  ㈱ダイキンアプライドシステムズ、ダイキン空調東京㈱、ダイキン空調大阪㈱、ダイキン空調  

              九州㈱、ダイキン空調東海㈱、ダイキンヨーロッパエヌブイ、ダイキンインダストリーズ（タイ

              ランド）リミテッド、大金（中国）投資有限公司、大金空調(上海)有限公司、ダイキンアメリカ

              インク、大金フッ素化学(中国)有限公司、OYLマニュファクチュアリングカンパニーセンディリ 

              アンバハッド、AAFマッケイインターナショナルインク 

  

     （増加） 新設によるもの  

       ダイキンＭＲエンジニアリング㈱、ダイキン エアコンデショニングコリア カンパニー リミ 

              テッド、ダイキンアルケマ制冷剤貿易（上海）有限公司、大金麦克維尓中央空調有限公司、ダイ

       キンマッケイＬＬＣ 

        

              買収によるもの 

       ベトキム ジョイントストック カンパニー、ザニョーサービス ケーティーエフ、ロテックス

       ヒーティングシステムズ ゲーエムベーハー及びその子会社１０社 

        

       持分の買増しによるもの 

       マッケイ カリブ インク、寧波東方大金通信科技有限公司（大金通信科技（寧波）有限公司に

       社名変更）、マッケイザニョー クリマテクニカ ケーティーエフ    

  

   （減少） 清算によるもの  

       ＯＹＬ インダストリーズ バハッド、ＡＡＦ ホールディングス リミテッド（バミュー 

       ダ）、マッケイ ホールディングス リミテッド（バミューダ）、ＡＡＦセンディリアンバハッ

       ド、ＯＹＬ（ＢＶＩ）リミテッド 

        

              連結子会社同士の合併によるもの 

       ダイキンエアテクノ関東㈱その他６社は合併し、ダイキンエアテクノ㈱となりました。 

  

非連結子会社の総資産、売上高、純利益及び利益剰余金等は、それぞれ連結総資産、連結売上高、連結純利益

及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため連結範囲から除いてお

ります。  

  

持分法適用非連結子会社数 １社 

  会社等の名称         ダイキンアメリカファンディングコーポレーション 

  

持分法適用関連会社数     12社  

   主要な会社等の名称    モリタニダイキン㈱、珠海格力大金機電設備有限公司、 

             MDAマニュファクチュアリングインク、 

             アルケマダイキン先端フッ素化学（常熟）有限公司 

              

  

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社は120社であり、6月30日の会社が21社、12月31日の会社

が65社、1月3日の会社が34社であります。連結財務諸表の作成にあたっては仮決算も含め12月31日の財務諸表を

用いており、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。なお、ダイ

キンスウェーデンエービーについては、当連結会計年度より決算日を3月31日に変更したため、15ヶ月決算となっ

ておりますが、連結損益計算書には12ヶ月分を反映し、3ヶ月分の純資産の変動については連結株主資本等変動計

算書の「連結子会社の決算期変更に伴う増減」に反映しております。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社数 202社 

（２）非連結子会社数 10社 

２．持分法の適用に関する事項

（１）持分法適用会社数 13社 

３．連結子会社の決算日等に関する事項
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①有価証券  

  その他有価証券 

      時価のあるもの  決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

              （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により

            算定） 

     時価のないもの    主として移動平均法による原価法  

  

②デリバティブ     時価法  

③たな卸資産       国内会社については、主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り

            下げの方法）によっており、在外子会社については、主として総平均法による低価法

            によっております。  

当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日 企業

会計基準第９号）を適用し、国内会社の評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営

業利益、経常利益及び税金等調整当期純利益がそれぞれ4,228百万円減少しております。なお、セグメント情

報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

①有形固定資産（リース資産を除く） 

    国内会社については、定率法によっております。ただし、平成10年4月以降に取得した建物（建物附属設備

 を除く）については、定額法を採用しています。在外子会社については、主として見積耐用年数に基づく定 

 額法によっております。  

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  

  建物及び構築物   15年～50年  

  機械装置及び運搬具  5年～15年  

     

 ②無形固定資産 

  定額法を採用している。なお、市場販売目的のソフトウェアについては、販売可能有効期間(3年）に基づ 

 く定額法によっております。のれんの償却については、5年から20年で均等償却を行っております。  

  

 ③リース資産  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零 

 とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始 

 日が平成20年3月31日前の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によってお 

 ります。  

  

①貸倒引当金  

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

  

②役員賞与引当金  

  役員賞与の支出に備えて、当期末における支給見込額に基づき計上しております。 

  

③製品保証引当金  

  販売ずみの製品の無償修理費用にあてるため、過去の実績を基礎に将来の保証見込みを加味して計上してお

ります。 

  

④退職給付引当金  

  従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。  

  数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額

法により翌期から費用処理することとしています。  

  過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

（会計方針の変更）

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

（３）重要な引当金の計上基準
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処理することとしております。 

  

（追加情報）  

 国内連結子会社22社は、平成21年1月1日を施行日として退職年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1 号）を適用しております。

本移行に伴う影響額は、特別損失として1,222百万円計上しております。  

  

①ヘッジ会計の方法 

 当社グループにおいては、原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。また、振当処理の要件を満たす

為替予約等については、振当処理を行っております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについて

は、特例処理を採用しております。 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象  

  当社グループでは、為替変動リスクに対しては、為替予約、通貨スワップ及び通貨オプションをヘッジ手段

とし、外貨建金銭債権債務等の外貨建金融資産負債をヘッジ対象としております。また、金利変動リスクに対

しては、金利スワップ及び金利オプション等をヘッジ手段とし、銀行借入等の金融負債をヘッジ対象としてお

ります。 

  

③ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法  

  当社グループのリスク管理は、経営上多額な損失を被ることがないよう、資産・負債に係る為替変動リスク

の回避及び支払金利の低減等のため効率的にデリバティブ取引が利用されているかに重点をおいて行われてい

ます。デリバティブのヘッジ機能の有効性については、定期的にテストを行っております。また、新たな種類

のデリバティブ取引を開始する場合には事前に、当該デリバティブのヘッジ機能の有効性をテストし判定して

います。ヘッジ有効性の判定は、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し行っております。また、必要に応じ、回帰分析等の手段

を利用しております。当社の連結子会社においても同様のチェック体制で行っております。  

  

税抜方式により計上しております。 

  

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

（４）重要なヘッジ会計の方法

（５）消費税等の会計処理

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
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1. 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 

    当連結会計年度から、「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、期首剰余金が4,749百万円増加しております。また、従来の方法によった場合に比べ、概算額と

して当連結会計年度における営業利益が2,165百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益が672百万円それぞ

れ減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

2. リース取引に関する会計基準等 

   「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日企業

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年1月18日

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度から適用し、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 なお、リース取引開始日が平成20年3月31日

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き

続き採用しております。これにより当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。  

  

3. 表示方法の変更 

    前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記していたものは、当連結会計年度より「商品及び製品」、

「仕掛品」及び「原材料及び貯蔵品」として区分して表示しております。  

  なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ147,315百万円、50,817百万円、38,421百万円であります。  

  

  

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

ダイキン工業㈱（6367)　平成21年3月期　決算短信

21



 

 

 

 
（変動事由の概要）  

増加数の内訳は、次のとおりであります。  

  一般募集による新株の発行による増加  25,500千株  

  第三者割当による新株の発行による増加 3,800千株  

  

 
（変動事由の概要）  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。  

 市場からの買入れによる取得 292千株  

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。  

 ストック・オプションの権利行使による減少 109千株  

  

 
  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

  前連結会計年度   当連結会計年度

１. 有形固定資産の減価償却累計額 418,204百万円 426,496百万円

２. 保証債務

保証予約 894百万円 1,264百万円

３. 担保に供している資産

定期預金 1,159百万円 919百万円

売掛金 13,390百万円 9,036百万円

たな卸資産 8,101百万円 5,314百万円

有形固定資産 50,060百万円 46,618百万円

その他 1,108百万円 812百万円

(連結損益計算書関係)

  前連結会計年度   当連結会計年度

１. 一般管理費及び当期製造費用に含 32,075百万円 30,534百万円

まれる研究開発費

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 263,813 29,300 ― 293,113

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 797 293 109 981

３. 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
当連結会計年度末残高

（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 521
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（変動事由の概要）  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。  

 市場からの買入れによる取得 308千株  

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。  

 ストック・オプションの権利行使による減少 66千株  

  

 

 

 
  

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19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 3,682 14 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 5,550 19 平成19年９月31日 平成19年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議(予定） 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 5,550 19 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 293,113 ― ― 293,113

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 981 310 66 1,225

３. 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
当連結会計年度末残高

（百万円）

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 764

４. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日  
定時株主総会

普通株式 5,550 19 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 5,545 19 平成20年９月30日 平成20年12月３日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議(予定） 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

ダイキン工業㈱（6367)　平成21年3月期　決算短信

23



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）                    （単位 百万円） 

 
当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）                       （単位 百万円） 

 

（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おります。 

 2. ( )は売上高比率、[ ]は対前年伸び率を示しております。 

 3.  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 

 4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前期は130,320百万円、当期は113,024百

  万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）

  の資産等である。 

 5. 会計処理方法の変更  

(1) 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「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、当連結会計年度における営業利益は空調・冷凍機事

業が3,202百万円減少し、営業損失は化学事業が883百万円、その他事業が143百万円それぞれ増加してお

ります。    

(2) 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、

「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、概算額として当連結会計年度における営業利益は空調・冷凍機事業が2,026

百万円減少し、営業損失は化学事業が138百万円増加しております。  

(セグメント情報)

１. 事業の種類別セグメント情報

空調・冷凍機
化学事業 その他事業 計

消去又は
連結

事       業 全    社

Ⅰ売上高及び営業損益

  売  上  高 [50.5] [△0.3] [△0.1] [41.6] [41.6]

(1)外部顧客に対する売上高 1,131,932 116,096 43,052 1,291,081 ― 1,291,081

(2)セグメント間の内部売上高
507 3,018 22 3,548 △3,548 ―                又は振替高

計 1,132,439 119,114 43,075 1,294,629 △3,548 1,291,081

  営 業 費 用 1,008,255 115,623 42,672 1,166,551 △3,568 1,162,983

(11.0) (3.0) (0.9) (9.9) (9.9)
  営 業 利 益 124,183 3,491 402 128,077 20 128,098

Ⅱ資産、減価償却費

      及び資本的支出

  資      産 913,239 139,992 29,853 1,083,085 127,008 1,210,093

  減価償却費 24,794 12,649 1,498 38,942 ― 38,942
  資本的支出 35,450 13,944 2,057 51,452 ― 51,452

空調・冷凍機
化学事業 その他事業 計

消去又は
連結

事       業 全    社

Ⅰ売上高及び営業損益

 売 上 高 [△6.4] [△12.2] [△4.6] [△6.9] [△6.9]

(1)外部顧客に対する売上高 1,059,434 101,910 41,074 1,202,419 ― 1,202,419

(2)セグメント間の内部売上高
546 4,684 14 5,244 △5,244 ―                又は振替高

計 1,059,980 106,594 41,089 1,207,664 △5,244 1,202,419

  営 業 費 用 988,332 116,102 41,907 1,146,342 △5,317 1,141,025

(6.8) (△9.3) (△2.0) (5.1) (5.1)
  営業利益又は 
 営業損失(△) 71,648 △ 9,508 △818 61,321 72 61,394

Ⅱ資産、減価償却費

      及び資本的支出

  資      産 857,538 126,871 29,334 1,013,744 103,673 1,117,417

  減価償却費 29,064 13,595 2,095 44,754 ― 44,754
  資本的支出 47,895 13,300 2,402 63,598 ― 63,598
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）                    （単位 百万円） 

 
当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）                    （単位 百万円） 

 
  
（注）1. ( )は売上高比率、[ ]は対前年伸び率を示しております。 

 2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前期は130,320百万円、当期は113,024百

  万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）

  の資産等である。 

 3. 会計処理方法の変更  

(1) 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「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、当連結会計年度における国内の営業損失が4,228百

万円増加しております。 

(2) 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、

「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、概算額として当連結会計年度における営業利益はアジア・オセアニアが368

百万円、ヨーロッパが1,705百万円それぞれ減少し、営業損失はアメリカが92百万円増加しております。 
  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 
当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

２. 所在地別セグメント情報

国内
アジア・

ヨーロッパ アメリカ
その他

計
消去又は

連結
オセアニア の地域 全    社

Ⅰ売上高及び営業損益
  売  上  高 [ 3.5] [84.1] [56.0] [255.9] [164.6] [41.6] [41.6]

(1)外部顧客に 498,446 284,546 367,140 131,676 9,271 1,291,081 ― 1,291,081 
  対する売上高
(2)セグメント間
  の内部売上高
   又は振替高 156,587 108,990 7,793 7,726 21 281,118 △281,118 ―

計 655,033 393,536 374,933 139,403 9,292 1,572,199 △281,118 1,291,081

  営 業 費 用 603,499 353,873 336,777 138,657 9,111 1,441,919 △278,936 1,162,983 

(10.3) (13.9) (10.4) (0.6) (2.0) (10.1) (9.9)
  営 業 利 益 51,534 39,662 38,156 745 181 130,280 △2,182 128,098
Ⅱ資産 511,841 402,128 212,508 164,648 6,222 1,297,349 △87,255 1,210,093 

国内
アジア・

ヨーロッパ アメリカ
その他

計
消去又は

連結
オセアニア の地域 全    社

Ⅰ売上高及び営業損益
  売  上  高 [△4.5] [0.4] [△18.1] [△5.3] [62.4] [△6.9] [△6.9]

(1)外部顧客に 476,067 285,745 300,801 124,746 15,058 1,202,419 ― 1,202,419 
  対する売上高
(2)セグメント間
  の内部売上高
   又は振替高 102,837 84,152 8,998 9,296 873 206,158 △206,158 ―

計 578,905 369,898 309,799 134,042 15,931 1,408,577 △206,158 1,202,419

  営 業 費 用 583,006 337,660 285,640 137,910 15,333 1,359,551 △218,526 1,141,025 

  営業利益又は (△0.9) (11.3) (8.0) (△3.1) (4.0) (4.1) (5.1)
 営業損失(△) △4,100 32,237 24,158 △3,867 598 49,026 12,368 61,394
Ⅱ資産 507,387 358,150 205,504 122,774 10,250 1,204,068 △86,650 1,117,417 

３. 海外売上高

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) 311,399 354,553 134,210 29,305 829,468

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,291,081

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合

24.1% 27.5% 10.4% 2.3% 64.2%

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) 301,831 282,433 134,706 35,390 754,362

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,202,419

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合

25.1% 23.5% 11.2% 2.9% 62.7%
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

 の内訳 の内訳

  繰延税金資産  繰延税金資産

  たな卸資産の未実現利益 8,432百万円  その他有価証券評価差額金 11,066百万円

  製品保証引当金 5,378百万円 繰越欠損金 6,981百万円

  ソフトウェア等 4,982百万円  製品保証引当金 4,812百万円

  賞与引当金 3,428百万円  ソフトウェア等 4,646百万円

  長期未払金 2,891百万円  たな卸資産の未実現利益 4,542百万円

  たな卸資産 2,773百万円  たな卸資産 3,709百万円

   退職給付引当金 1,955百万円  賞与引当金 3,082百万円

   子会社の繰越欠損金 1,684百万円  投資有価証券 2,565百万円

  未払金 1,469百万円  長期未払金 2,272百万円

  投資有価証券 1,178百万円  未払金 1,803百万円

  未払事業税 1,052百万円 退職給付引当金 1,398百万円

  外国税額控除 983百万円  貸倒引当金 967百万円

  減価償却超過額 887百万円  減価償却超過額 517百万円

  貸倒引当金 859百万円  その他 7,835百万円

  その他 5,104百万円 繰延税金資産小計 56,202百万円

 繰延税金資産小計 43,061百万円 評価性引当額 △8,365百万円

 評価性引当額 △2,102百万円 繰延税金資産合計 47,837百万円

 繰延税金資産合計 40,959百万円

 繰延税金負債 繰延税金負債

  留保利益の税効果 △11,790百万円  留保利益の税効果 △9,249百万円

  その他有価証券評価差額金 △6,916百万円  前払年金費用 △5,737百万円

  前払年金費用 △6,006百万円  固定資産圧縮積立金 △2,202百万円

  固定資産圧縮積立金 △2,174百万円  その他 △3,174百万円

  その他 △4,135百万円 繰延税金負債合計 △20,364百万円

 繰延税金負債合計 △31,023百万円

繰延税金資産の純額 27,472百万円

 繰延税金資産の純額 9,935百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

  率との間の差異の主な項目別内訳  率との間の差異の主な項目別内訳

  法定実効税率 40.6％  法定実効税率 40.6％

  (調整) (調整)

 海外子会社との税率の差異 △11.0〃 海外子会社との税率の差異 △21.6〃

 のれん償却 4.0〃 外国税額控除税効果未認識額 12.7〃

 過年度法人税等 2.9〃 評価性引当額 10.1〃

 連結会社間再編による為替差損の取消 △2.7〃 のれん償却 9.2〃

 試験研究費税額控除 △1.8〃 留保利益の税効果 △5.6〃

 投資有価証券評価損の税効果未認識分 0.8〃 その他 0.7〃

 その他 1.2〃  税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1〃

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.0〃
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(退職給付関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日 自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日

１. 採用している退職給付制度の概要 １. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と
して適格退職年金制度、確定給付企業年金制度及び
退職一時金制度を設けており、確定拠出型の制度と
して確定拠出年金制度を設けております。また、一
部の在外連結子会社は確定給付型の制度または確定
拠出型の制度を設けております。 
 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と
して確定給付企業年金制度及び退職一時金制度等を
設けており、確定拠出型の制度として確定拠出年金
制度等を設けております。また、一部の在外連結子
会社は確定給付型の制度または確定拠出型の制度を
設けております。 
 

２.  退職給付債務に関する事項 ２.  退職給付債務に関する事項

     退職給付債務 △74,896百万円     退職給付債務 △64,421百万円

     年金資産 80,619百万円     年金資産   59,367百万円

     小計 5,722百万円     小計 △ 5,053百万円

     未認識過去勤務債務 △   218百万円     未認識過去勤務債務 △   280百万円

     未認識数理計算上の差異 3,675百万円     未認識数理計算上の差異    15,502百万円

     連結貸借対照表計上額純額 9,179百万円     連結貸借対照表計上額純額 10,167百万円

     前払年金費用    13,470百万円     前払年金費用 14,107百万円

     退職給付引当金 △ 4,291百万円     退職給付引当金  △ 3,939百万円

３.  退職給付費用に関する事項 ３.  退職給付費用に関する事項

   勤務費用 2,984百万円  勤務費用 3,070百万円

   利息費用 2,490百万円  利息費用 2,491百万円

   期待運用収益 △ 3,136百万円  期待運用収益 △ 2,702百万円

   過去勤務債務の費用処理額 △    31百万円  過去勤務債務の費用処理額 △    25百万円

     数理計算上の差異の費用処理額  △   309百万円     数理計算上の差異の費用処理額     588百万円

     退職給付費用     1,998百万円     退職給付費用     3,422百万円

     その他     1,888百万円     その他     2,287百万円

    計     3,886百万円    計     5,709百万円

    「その他」は確定拠出年金への掛金等であります。    「その他」は確定拠出年金への掛金等であります。

４.  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４.  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

     退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準     退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

     割引率 主として2.5％     割引率 主として2.0％

     期待運用収益率 主として2.5％     期待運用収益率 主として2.5％

     過去勤務債務の処理年数 10年     過去勤務債務の処理年数 主として 10年

     数理計算上の差異の処理年数 主として10年     数理計算上の差異の処理年数 主として 10年
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（注） 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

 
  

２. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,867円79銭 1,615円98銭

１株当たり当期純利益 262円24銭 74円51銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

262円04銭 74円50銭

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

559,986 484,485

普通株式に係る純資産額 (百万円) 545,641 471,686

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権 521 764

 少数株主持分 13,823 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) 981 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)

292,132 291,888

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益(百万円) 74,822 21,755

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 74,822 21,755

普通株式の期中平均株式数(千株) 285,321 291,970

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に用いられた普通株式増加数の

主な内訳(千株)

自己株式取得方式ストックオプション 1 ―

新株予約権方式ストックオプション 219 44

    普通株式増加数(千株) 220 44

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

 

―

平成18年６月29日取締役会

決議ストックオプション 

新株予約権 2,920個 

    （292,000株） 

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）

(開示の省略)

連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関連当事者との取引、有価証券、デリバティブ取引、ストッ

クオプション等及び企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため、開示を省略しております。
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5. 個別財務諸表

(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)

第105期
(平成20年３月31日)

第106期
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,712 25,144

受取手形 1,954 1,455

売掛金 74,582 40,845

製品 38,904 －

商品及び製品 － 38,115

原材料 2,406 －

仕掛品 31,816 29,610

貯蔵品 1,325 －

原材料及び貯蔵品 － 6,953

前渡金 27 10

前払費用 1,161 1,270

繰延税金資産 9,364 8,503

関係会社短期貸付金 12,686 14,061

未収入金 10,009 13,007

その他 1,062 5,747

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 201,014 184,723

固定資産

有形固定資産

建物 24,845 29,661

構築物 2,809 3,151

機械及び装置 42,239 39,533

車両運搬具 94 112

工具、器具及び備品 7,884 7,059

土地 20,127 20,243

リース資産 － 1,812

建設仮勘定 5,345 2,551

有形固定資産合計 103,346 104,126

無形固定資産

特許権 27 5

借地権 284 284

商標権 1 0

施設利用権 2 17

ソフトウエア 1,560 1,819

電話加入権 141 139

無形固定資産合計 2,017 2,267

投資その他の資産

投資有価証券 115,550 88,887

関係会社株式 291,044 294,813

その他の関係会社有価証券 69 －

関係会社出資金 55,874 60,177

長期貸付金 496 1,196

従業員に対する長期貸付金 273 250

長期前払費用 389 289

前払年金費用 12,649 12,452

繰延税金資産 － 13,629

差入保証金 2,978 3,167

その他 1,862 2,331

貸倒引当金 △1,124 △1,645

投資その他の資産合計 480,067 475,550

固定資産合計 585,431 581,943

資産合計 786,445 766,667
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(単位：百万円) 

第105期 
(平成20年３月31日) 

第106期 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 4,989 3,695 

買掛金 37,217 23,456 

短期借入金 38,850 48,870 

コマーシャル・ペーパー 58,000 120,000 

1年内償還予定の社債 － 20,000 

1年内返済予定の長期借入金 4,612 3,551 

リース債務 － 1,022 

未払金 6,499 6,674 

未払費用 21,822 18,390 

未払法人税等 4,349 － 

前受金 1,180 826 

預り金 10,766 10,104 

役員賞与引当金 190 140 

製品保証引当金 6,983 6,867 

設備関係支払手形 2,670 1,605 

設備関係未払金 9,534 6,720 

その他 3 45 

流動負債合計 207,669 271,969 

固定負債 

社債 20,000 － 

長期借入金 177,875 174,316 

長期未払金 8,333 3,472 

リース債務 － 922 

繰延税金負債 6,635 － 

固定負債合計 212,844 178,711 

負債合計 420,514 450,681 

純資産の部 

株主資本 

資本金 85,032 85,032 

資本剰余金 

資本準備金 82,977 82,977 

資本剰余金合計 82,977 82,977 

利益剰余金 

利益準備金 6,066 6,066 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 － 35 

固定資産圧縮積立金 3,179 3,179 

別途積立金 161,210 168,210 

繰越利益剰余金 20,455 △10,086 

利益剰余金合計 190,911 167,405 

自己株式 △3,496 △4,739 

株主資本合計 355,424 330,675 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 9,985 △15,418 

繰延ヘッジ損益 △0 △34 

評価・換算差額等合計 9,984 △15,453 

新株予約権 521 764 

純資産合計 365,931 315,986 

負債純資産合計 786,445 766,667 
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円) 

第105期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第106期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 499,227 424,917 

売上原価 355,155 332,835 

売上総利益 144,072 92,081 

販売費及び一般管理費 101,817 99,202 

営業利益又は営業損失（△） 42,254 △7,120 

営業外収益 

受取利息 331 341 

有価証券利息 39 29 

受取配当金 8,855 11,321 

その他 446 427 

営業外収益合計 9,672 12,119 

営業外費用 

支払利息 2,963 3,747 

社債利息 164 164 

売上割引 667 620 

コマーシャル・ペーパー利息 497 717 

為替差損 8,081 3,546 

その他 1,349 1,422 

営業外費用合計 13,723 10,217 

経常利益又は経常損失（△） 38,202 △5,218 

特別利益 

土地売却益 20 － 

投資有価証券売却益 1 0 

抱合せ株式消滅差益 623 － 

特別利益合計 645 0 

特別損失 

固定資産処分損 614 849 

投資有価証券評価損 2,423 2,754 

関係会社株式評価損 － 2,946 

その他 293 335 

特別損失合計 3,331 6,885 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 35,516 △12,104 

法人税、住民税及び事業税 9,044 1,719 

過年度法人税等 3,520 － 

法人税等調整額 2,312 △1,470 

法人税等合計 14,878 248 

当期純利益又は当期純損失（△） 20,638 △12,353 
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円) 

第105期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第106期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 28,023 85,032 

当期変動額 

新株の発行 57,009 － 

当期変動額合計 57,009 － 

当期末残高 85,032 85,032 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 25,968 82,977 

当期変動額 

新株の発行 57,009 － 

当期変動額合計 57,009 － 

当期末残高 82,977 82,977 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 6,066 6,066 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,066 6,066 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 3,170 3,179 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 － 

固定資産圧縮積立金の積立 9 － 

当期変動額合計 9 － 

当期末残高 3,179 3,179 

特別償却準備金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

特別償却準備金の積立 － 35 

当期変動額合計 － 35 

当期末残高 － 35 

別途積立金 

前期末残高 144,210 161,210 

当期変動額 

別途積立金の積立 17,000 7,000 

当期変動額合計 17,000 7,000 

当期末残高 161,210 168,210 

ダイキン工業㈱（6367)　平成21年3月期　決算短信

32



(単位：百万円) 

第105期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第106期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 26,126 20,455 

当期変動額 

剰余金の配当 △9,232 △11,096 

別途積立金の積立 △17,000 △7,000 

固定資産圧縮積立金の取崩 0 － 

固定資産圧縮積立金の積立 △9 － 

特別償却準備金の積立 － △35 

当期純利益 20,638 △12,353 

自己株式の処分 △66 △56 

当期変動額合計 △5,671 △30,541 

当期末残高 20,455 △10,086 

利益剰余金合計 

前期末残高 179,573 190,911 

当期変動額 

剰余金の配当 △9,232 △11,096 

別途積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

特別償却準備金の積立 － － 

当期純利益 20,638 △12,353 

自己株式の処分 △66 △56 

当期変動額合計 11,338 △23,506 

当期末残高 190,911 167,405 

自己株式 

前期末残高 △2,363 △3,496 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,494 △1,487 

自己株式の処分 362 243 

当期変動額合計 △1,132 △1,243 

当期末残高 △3,496 △4,739 

株主資本合計 

前期末残高 231,200 355,424 

当期変動額 

新株の発行 114,018 － 

剰余金の配当 △9,232 △11,096 

当期純利益 20,638 △12,353 

自己株式の取得 △1,494 △1,487 

自己株式の処分 295 187 

当期変動額合計 124,224 △24,749 
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(単位：百万円) 

第105期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第106期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期末残高 355,424 330,675 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 33,479 9,985 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△23,493 △25,404 

当期変動額合計 △23,493 △25,404 

当期末残高 9,985 △15,418 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 3 △0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△3 △34 

当期変動額合計 △3 △34 

当期末残高 △0 △34 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 33,482 9,984 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△23,497 △25,438 

当期変動額合計 △23,497 △25,438 

当期末残高 9,984 △15,453 

新株予約権 

前期末残高 219 521 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 302 242 

当期変動額合計 302 242 

当期末残高 521 764 

純資産合計 

前期末残高 264,902 365,931 

当期変動額 

新株の発行 114,018 － 

剰余金の配当 △9,232 △11,096 

当期純利益 20,638 △12,353 

自己株式の取得 △1,494 △1,487 

自己株式の処分 295 187 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,195 △25,195 

当期変動額合計 101,028 △49,945 

当期末残高 365,931 315,986 
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