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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第42期

第2四半期
連結累計期間

(参考)前年同一期間
 

第43期
第2四半期

連結累計期間

第42期
(9ヵ月変則決算)

会計期間
自 平成24年6月21日
至 平成24年12月20日

自 平成24年3月21日
至 平成24年9月20日

自 平成25年3月21日
至 平成25年9月20日

自 平成24年6月21日
至 平成25年3月20日

売上高 (百万円) 107,271 108,103 128,437 165,813

経常利益 (百万円) 51,533 51,941 66,633 82,877

四半期(当期)
純利益

(百万円) 32,599 32,179 42,112 52,043

四半期包括利益
又は包括利益

(百万円) 35,206 28,994 45,017 60,838

純資産額 (百万円) 692,633 674,372 760,503 718,256

総資産額 (百万円) 729,449 704,108 808,530 753,985

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 537.55 530.61 694.42 858.16

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 95.0 95.8 94.1 95.3

営業活動による
キャッシュ・
フロー

(百万円) 43,753 ― 42,697 57,767

投資活動による
キャッシュ・
フロー

(百万円) △42,639 ― △41,391 △56,956

財務活動による
キャッシュ・
フロー

(百万円) △938 ― △2,770 △947

現金及び
現金同等物の
四半期末(期末)　
残高

(百万円) 19,304 ― 20,076 20,790

　

回次
第42期

第2四半期
連結会計期間

第43期
第2四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成24年 9月21日
至　平成24年12月20日

自　平成25年6月21日
至　平成25年9月20日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 263.09 395.35

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３　平成24年6月13日開催の第40期定時株主総会決議により、第41期の決算期を3月20日から6月20日に変更し、

第42期の決算期を6月20日から3月20日に変更しました。従って、第41期は平成24年3月21日から平成24年6月

20日の3ヵ月間、第42期は平成24年6月21日から平成25年3月20日の9ヵ月間となっております。

４　第41期及び第42期の決算期変更により、第42期第2四半期連結累計期間は平成24年6月21日から平成24年12月

20日まで、第43期第2四半期連結累計期間は平成25年3月21日から平成25年9月20日までとしております。
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５　前年同一期間は、第43期第2四半期連結累計期間(平成25年3月21日から平成25年9月20日)に対応する前年の

同一期間(平成24年3月21日から平成24年9月20日)であります。なお、純資産額、総資産額及び自己資本比率

については平成24年9月20日現在の数値、その他の指標等については第41期及び第42期第1四半期連結累計期

間の数値の単純合計であり、単純合計数値についての監査・四半期レビューは受けておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。
　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

(1) 経営成績の分析

　

前第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

(百万円)

(参考)前年同一期間※

当第2四半期
連結累計期間

自 平成25年3月21日
至 平成25年9月20日

(百万円)

前年同一期間比
増減率
(％)

売上高 107,271 108,103 128,437 18.8％

営業利益 48,563 48,764 62,975 29.1％

経常利益 51,533 51,941 66,633 28.3％

四半期(当期)純利益 32,599 32,179 42,112 30.9％

※　前年同一期間(平成24年3月21日から平成24年9月20日)の数値を参考のために記載しております。これらの数値は第

41期及び第42期第1四半期連結累計期間の数値の単純合計であり、単純合計数値についての監査・四半期レビュー

は受けておりません。
　

以下、「前年同一期間」との比較で記載しております。
　

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、米国においては景気の緩やかな拡大が続きましたが、欧州

は引き続き低調で、新興国でも高成長に陰りがみられました。国内については、為替レート等が比較的

落ち着いて推移するなかで景況感の改善が続き、製造業の設備投資には底堅さがみられました。

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、営業面の強化を図り、売上高は128,437百万円(前年同一期間比18.8％増)、営業利益は

62,975百万円(前年同一期間比29.1％増)、経常利益は66,633百万円(前年同一期間比28.3％増)、四半期

純利益は42,112百万円(前年同一期間比30.9％増)となりました。　
　

(2) 財政状態の分析

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、54,544百万円増加し、808,530百

万円となりました。これは、有価証券が45,458百万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、12,297百万円増加し、48,026百万

円となりました。これは、未払法人税等が9,098百万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、42,247百万円増加し、760,503百

万円となりました。これは、利益剰余金が39,383百万円増加したことなどによるものであります。　
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ713百万円(3.4％)減少し、20,076百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各

活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。なお、決算期変更により前第2四半

期連結累計期間は平成24年6月21日から平成24年12月20日までとなっており、季節性がキャッシュ・フ

ローに与える影響を考慮しますと比較は困難であるため、記載しておりません。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、42,697百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は、41,391百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少額は、2,770百万円となりました。
　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。
　

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は4,962百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年9月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月1日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 60,801,921 60,801,921 東京証券取引所(市場第一部)
単元株式数

100株

計 60,801,921 60,801,921 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年9月20日 ─ 60,801,921 ― 30,637 ― 30,526
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(6) 【大株主の状況】

平成25年9月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ティ・ティ 大阪府豊中市新千里南町3－23－2 10,867 17.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
信託口

東京都中央区晴海１－8－11 4,703 7.73

滝　崎　武　光 大阪府豊中市 4,688 7.71

ステート ストリート バンク アンド トラス
ト カンパニー
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

P.O. BOX 351 BOSTON
MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区日本橋3－11－1)

3,935 6.47

日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託
口

東京都港区浜松町2－11－3 1,891 3.11

ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテ
イー　ジヤスデツク アカウント
(常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行決
済事業部)
 

AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN,
1040 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内2－7－1)

1,180 1.94

滝　崎　武　史 大阪府豊中市 1,096 1.80

メロン バンク エヌエー アズ エージェント
フォー イッツ クライアント メロン オムニ
バス ユーエス ペンション
(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業
部)
 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA
02108 U.S.A.
(東京都中央区月島4－16－13)

943 1.55

第一生命保険株式会社
(常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式
会社)

東京都中央区晴海1－8－12 898 1.47

ジエーピーモルガンチエース オツペンハイ
マー ジヤスデツク レンデイング アカウント
(常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行決
済事業部)
 

6803 S.TUCSON WAY CENTENNIAL,
CO 80112, U.S.A.
(東京都千代田区丸の内2－7－1)

871 1.43

計 ― 31,078 51.11

(注)　平成24年4月18日付でファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーが株式を保有し

ている旨の大量保有報告書が提出されておりますが、当社として当事業年度末時点における当該法人名義の実

質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。当該大量保有報告書の内容

は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

ファースト・イーグル・インベス
トメント・マネジメント・エルエ
ルシー

1345 Avenue of the Americas,
New York, NY 10105-4300 U.S.A.

3,058 5.03
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年9月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 158,500

　

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式 60,493,400

　

604,934 ―

単元未満株式
普通株式 150,021

　

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 60,801,921 ― ―

総株主の議決権 ― 604,934 ―

　

② 【自己株式等】

平成25年9月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社キーエンス

大阪市東淀川区東中島
１－3－14

158,500 ― 158,500 0.26

計 ― 158,500 ― 158,500 0.26

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　
(2) 当社は、平成24年6月13日開催の第40回定時株主総会において、定款の一部の変更が決議されたため、

前々連結会計年度は平成24年3月21日から平成24年6月20日までの3ヵ月間、前連結会計年度は平成24

年6月21日から平成25年3月20日までの9ヵ月間となっております。これに伴い、前第2四半期連結累計

期間は平成24年6月21日から平成24年12月20日まで、当第2四半期連結累計期間は平成25年3月21日か

ら平成25年9月20日までとなっております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成25年6月21日か

ら平成25年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成25年3月21日から平成25年9月20日まで)に係る

四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年3月20日)

当第2四半期連結会計期間
(平成25年9月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 113,713 108,092

受取手形及び売掛金 68,517 77,353

有価証券 309,025 354,483

たな卸資産
※ 16,126 ※ 18,284

その他 7,777 8,502

貸倒引当金 △180 △187

流動資産合計 514,979 566,528

固定資産

有形固定資産 17,855 17,586

無形固定資産 1,252 1,429

投資その他の資産

投資有価証券 198,494 199,788

その他 21,452 23,233

貸倒引当金 △49 △35

投資その他の資産合計 219,897 222,986

固定資産合計 239,005 242,001

資産合計 753,985 808,530

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,624 5,627

未払法人税等 15,127 24,226

賞与引当金 4,646 5,254

その他 8,196 7,704

流動負債合計 31,595 42,812

固定負債 4,132 5,214

負債合計 35,728 48,026

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 657,239 696,622

自己株式 △2,845 △2,887

株主資本合計 715,561 754,903

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,258 4,453

為替換算調整勘定 △563 1,146

その他の包括利益累計額合計 2,695 5,600

純資産合計 718,256 760,503

負債純資産合計 753,985 808,530
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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)

前第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)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年3月21日
　至 平成25年9月20日)

売上高 107,271 128,437

売上原価 26,815 28,742

売上総利益 80,455 99,695

販売費及び一般管理費
※ 31,891 ※ 36,719

営業利益 48,563 62,975

営業外収益

受取利息 525 523

為替差益 1,671 1,167

金銭の信託運用益 230 1,363

雑収入 617 780

営業外収益合計 3,046 3,834

営業外費用

雑損失 76 176

営業外費用合計 76 176

経常利益 51,533 66,633

税金等調整前四半期純利益 51,533 66,633

法人税等 18,933 24,520

四半期純利益 32,599 42,112
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【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)

前第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)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年3月21日
　至 平成25年9月20日)

四半期純利益 32,599 42,112

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,248 1,193

為替換算調整勘定 1,341 1,745

持分法適用会社に対する持分相当額 16 △34

その他の包括利益合計 2,606 2,905

四半期包括利益 35,206 45,017

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 35,206 45,017

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間
(自 平成24年6月21日

　至 平成24年12月20日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年3月21日
　至 平成25年9月20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 51,533 66,633

減価償却費 1,567 1,401

受取利息及び受取配当金 △548 △538

為替差損益（△は益） △867 △969

持分法による投資損益（△は益） △448 △532

売上債権の増減額（△は増加） 3,586 △7,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 221 △1,795

仕入債務の増減額（△は減少） △3,306 2,001

賞与引当金の増減額（△は減少） △135 567

その他 △121 △2,018

小計 51,480 57,116

利息及び配当金の受取額 958 1,402

法人税等の支払額 △8,685 △15,821

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,753 42,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △7,869 5,387

有価証券の増減額（△は増加） △33,299 △45,525

有形固定資産の取得による支出 △1,548 △1,245

その他 78 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,639 △41,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加） △29 △41

配当金の支払額 △909 △2,729

財務活動によるキャッシュ・フロー △938 △2,770

現金及び現金同等物に係る換算差額 687 751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 862 △713

現金及び現金同等物の期首残高 18,441 20,790

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,304 ※ 20,076
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年3月21日 至 平成25年9月20日)

税金費用の計算

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。

　
(四半期連結貸借対照表関係)

※たな卸資産の内訳

　
前連結会計年度

(平成25年3月20日)
当第2四半期連結会計期間

(平成25年9月20日)

商品及び製品 9,511百万円 10,121百万円

仕掛品 3,141 3,476

原材料 3,472 4,685

　

(四半期連結損益計算書関係)

※販売費及び一般管理費の主なもの

前第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)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年3月21日
至 平成25年9月20日)

　

役員報酬及び従業員給料手当賞与 12,691百万円

賞与引当金繰入額 2,551

研究開発費 4,752

　

役員報酬及び従業員給料手当賞与 14,056百万円

賞与引当金繰入額 4,183

研究開発費 4,962

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第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)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年3月21日
至 平成25年9月20日)

　

現金及び預金 110,782百万円

預入れ期間が3ヵ月を超える
定期預金

△91,478

現金及び現金同等物 19,304

　

現金及び預金 108,092百万円

預入れ期間が3ヵ月を超える
定期預金

△88,015

現金及び現金同等物 20,076
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(株主資本等関係)

前第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)

１ 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 配当の原資

平成24年9月12日
定時株主総会

普通株式 909 15 平成24年6月20日 平成24年9月13日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
２ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　
当第2四半期連結累計期間(自　平成25年3月21日　至　平成25年9月20日)

１ 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 配当の原資

平成25年6月13日
定時株主総会

普通株式 2,729 45 平成25年3月20日 平成25年6月14日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月28日
取締役会

普通株式 1,819 30 平成25年9月20日 平成25年11月25日 利益剰余金

　
２ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

EDINET提出書類

株式会社キーエンス(E01967)

四半期報告書

15/18



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第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)

　当社グループは、電子応用機器の製造・販売を中心に事業活動を展開する単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

　

当第2四半期連結累計期間(自　平成25年3月21日　至　平成25年9月20日)

　当社グループは、電子応用機器の製造・販売を中心に事業活動を展開する単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

　

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第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)

当第2四半期
連結累計期間

(自 平成25年3月21日
至 平成25年9月20日)

1株当たり四半期純利益金額 537円55銭 694円42銭

 (算定上の基礎) 　 　

 四半期純利益(百万円) 32,599 42,112

 普通株主に帰属しない金額 ― ―

 普通株式に係る四半期純利益(百万円) 32,599 42,112

 普通株式の期中平均株式数(千株) 60,645 60,643

　

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２【その他】

第43期(平成25年3月21日から平成26年3月20日まで)中間配当については、平成25年10月28日開催の取締

役会において、平成25年9月20日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議いたしました。

①　配当金の総額 1,819百万円

②　１株当たりの金額 30円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年11月25日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　辻　内　 　 　章 　　 　㊞　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　黒　澤　　謙　太　郎　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年10月28日

株式会社キーエンス

取締役会　御中

　

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社キーエンスの平成25年3月21日から平成26年3月20日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成
25年6月21日から平成25年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成25年3月21日から平成25年9月20日
まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キーエンス及び連結子会社の平成
25年9月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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