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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年6月21日～平成24年12月20日） 

（注）25年3月期は9ヵ月間の変則決算であるため、前年同四半期の経営成績（累計）及び前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 ％

25年3月期第2四半期 107,271 ― 48,563 ― 51,533 ― 32,599 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 35,206百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 537.55 ―

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

25年3月期第2四半期 729,449 692,633 95.0 11,421.10
24年6月期 686,455 658,365 95.9 10,855.79
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  692,633百万円 24年6月期  658,365百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）25年3月期（予想）は、9ヵ月間の変則決算であり、予想配当金45.00円は年換算で60.00円となります。 
   また、24年6月期は、3ヵ月間の変則決算であり、期末配当金15.00円は年換算で60.00円となります。 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年6月期 ― ― ― 15.00 15.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 45.00 45.00
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(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料2ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。
   詳細は、添付資料2ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の作成時点において、金融商品取引法
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 60,801,921 株 24年6月期 60,801,921 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 156,830 株 24年6月期 155,401 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 60,645,646 株
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当第2四半期連結累計期間の世界経済は、米国・中国などでは持ち直しの兆しがみられましたが、債

務問題の続く欧州は低調で、全体としても先行き不透明感が漂いました。国内についても、海外経済の

減速を受けて輸出・生産が落ち込み、製造業の景況感は悪化しました。 

こうしたなかで、当社グループといたしましては中長期的な成長を維持する観点からも、企画開発面

での充実、営業面での強化を図り、売上高は107,271百万円、営業利益は48,563百万円、経常利益は

51,533百万円、四半期純利益は32,599百万円となりました。 

なお、当期は事業年度変更により9ヵ月間の変則決算となっており、前年との比較は行っておりませ

ん。参考のため、通常事業年度の第3四半期連結累計期間（3月21日～12月20日）と期間を揃えた場合の

前年比較は以下のとおりであります。 

 
※本年の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は、前連結会計年度（3ヵ月変則決算）と当第2四半期

連結累計期間（6ヵ月間）の金額の単純合計であります。 

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ42,994百万円増加し、729,449百万

円となりました。これは、有価証券が22,589百万円増加したことなどによるものであります。 

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ8,727百万円増加し、36,816百万円と

なりました。これは、未払法人税等が10,488百万円増加したことなどによるものであります。 

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ34,267百万円増加し、692,633百万

円となりました。これは、利益剰余金が31,690百万円増加したことなどによるものであります。 

  

該当事項はありません。 

  

法人税等の算定に関しては、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

採用しております。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成24年4月1日以後に開始する事業年度の期首

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

1. 当四半期決算に関する定性的情報

 (1) 連結経営成績に関する定性的情報

(百万円、％）

 前年 本年(※)

 

平成24年3月期
第3四半期連結累計期間 
自 平成23年3月21日 
至 平成23年12月20日

平成24年3月21日～
平成24年12月20日

増減率

 （A） (B) (B/A)-1

売上高 146,096 159,287 9.0%

営業利益 66,900 71,369 6.7%

経常利益 68,390 77,052 12.7%

当期純利益 41,942 48,135 14.8%

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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3.四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年6月20日) 

当第2四半期連結会計期間 
(平成24年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 101,680 110,782

受取手形及び売掛金 64,947 62,227

有価証券 278,847 301,437

たな卸資産 18,713 18,795

その他 6,295 6,921

貸倒引当金 △219 △158

流動資産合計 470,265 500,005

固定資産   

有形固定資産 17,695 17,950

無形固定資産 1,336 1,300

投資その他の資産   

投資有価証券 179,637 191,170

その他 17,534 19,068

貸倒引当金 △14 △45

投資その他の資産合計 197,157 210,193

固定資産合計 216,189 229,444

資産合計 686,455 729,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,521 4,215

未払法人税等 8,458 18,946

賞与引当金 3,312 3,200

その他 7,353 7,924

流動負債合計 26,645 34,286

固定負債 1,443 2,529

負債合計 28,089 36,816

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,531 30,531

利益剰余金 606,105 637,795

自己株式 △2,807 △2,836

株主資本合計 664,466 696,127

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △388 859

為替換算調整勘定 △5,711 △4,353

その他の包括利益累計額合計 △6,100 △3,493

純資産合計 658,365 692,633

負債純資産合計 686,455 729,449
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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24年6月21日 

 至 平成24年12月20日) 

売上高 107,271

売上原価 26,815

売上総利益 80,455

販売費及び一般管理費 31,891

営業利益 48,563

営業外収益  

受取利息 525

持分法による投資利益 448

為替差益 1,671

雑収入 399

営業外収益合計 3,046

営業外費用  

雑損失 76

営業外費用合計 76

経常利益 51,533

税金等調整前四半期純利益 51,533

法人税等 18,933

四半期純利益 32,599

㈱キーエンス（6861）　平成25年3月期　第2四半期　決算短信

－4－



 四半期連結包括利益計算書 
 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24年6月21日 

 至 平成24年12月20日) 

四半期純利益 32,599

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 1,248

為替換算調整勘定 1,341

持分法適用会社に対する持分相当額 16

その他の包括利益合計 2,606

四半期包括利益 35,206

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 35,206

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 (3) 継続企業の前提に関する注記

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱キーエンス（6861）　平成25年3月期　第2四半期　決算短信

－6－


	短信1212-サマリー130129_0810
	短信1212-添付130129_0810



