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1.  平成24年6月期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年6月20日） 

（注）1. 24年6月期は、3ヵ月間の変則決算であります。 
   2. 当社は、平成24年3月21日付で普通株式1株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。 
     前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成24年3月21日付で普通株式1株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。 
   前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）24年6月期は、3ヵ月間の変則決算であります。  

(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 ％

24年6月期 52,016 ― 22,805 ― 25,519 ― 15,535 ―
24年3月期 199,334 7.9 91,145 5.2 94,244 4.7 58,162 5.1

（注）包括利益 24年6月期 12,064百万円 （―％） 24年3月期 59,219百万円 （10.4％）

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 ％ ％ ％

24年6月期 256.16 ― 2.4 3.7 43.8
24年3月期 958.64 ― 9.4 14.3 45.7

（参考） 持分法投資損益 24年6月期  566百万円 24年3月期  1,573百万円

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

24年6月期 686,455 658,365 95.9 10,855.79
24年3月期 684,670 648,433 94.7 10,687.65

（参考） 自己資本   24年6月期  658,365百万円 24年3月期  648,433百万円

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

24年6月期 8,609 △4,253 △2,131 18,441
24年3月期 50,020 △45,707 △3,340 16,721

2.  配当の状況 

（注）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。 
   また、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。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 3,309 5.7 0.5
24年6月期 ― ― ― 15.00 15.00 909 5.9 0.1
25年3月期(予想) ― ― ― 45.00 45.00 ―
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※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.11「(6)連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期 60,801,921 株 24年3月期 60,801,921 株
② 期末自己株式数 24年6月期 155,401 株 24年3月期 130,644 株
③ 期中平均株式数 24年6月期 60,647,251 株 24年3月期 60,671,959 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
は終了していません。 

※ 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。 
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当連結会計年度は、欧州債務問題や新興国経済の減速が続き、世界経済全体についても停滞感があり

ました。国内においては復興関連需要などがあったものの、海外の需要には不透明感が強く、景気に力

強さはみられませんでした。 

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ってまいりました。企画開発面では、超高速インラインプロファイル測

定器や学習機能搭載マルチカメラ画像センサ等の新商品の開発を行い、営業面では、海外販売拠点の拡

充、人材の充実強化を図ってまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高は52,016百万円、営業利益は22,805百万円、経常利益は

25,519百万円、当期純利益は15,535百万円となりました。なお、当期は事業年度変更により3ヵ月間の

変則決算であります。参考のため前年同期間に相当する前連結会計年度の第1四半期と単純比較した場

合、売上高は7.4％増加、営業利益は3.8％増加、経常利益は10.7％増加、当期純利益は10.1％の増加と

なっております。 

  

地域ごとの業績を示すと次のとおりであります。 

① 国内 

日本では、円高や外需の減速など、厳しい事業環境が続きました。こうしたなか、新商品の投入

や営業体制の充実に努め、売上高は32,570百万円となりました。 

② 海外 

海外では、欧州経済の停滞や中国経済の減速は続きましたが、景気は全体として底堅く推移しま

した。こうしたなか、販売拠点の拡充や人材の充実強化等、営業体制の強化に努め、売上高は、

19,445百万円となりました。 

  

今後の世界経済につきましては、欧州経済の先行きをはじめ不確実性が高く、国内経済についても為

替動向や電力不足等の不安が残っており、予断を許さない状況です。 

当社グループといたしましては、新商品の開発と営業力の強化に一層注力してまいります。長期的に

も、グローバルな競争は更に激しくなることが予想され、製造業の合理化、省力化、品質向上、研究開

発の強化は不可欠であります。そこに当社グループの事業拡大の大きな可能性があると考えます。こう

した可能性に向けて、これまで培ってきたすべての力を結集して業績拡大に邁進する所存であります。

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,784百万円増加し、686,455百万円とな

りました。これは、現金及び預金が2,707百万円増加したことなどによるものであります。 

(負債) 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ8,148百万円減少し、28,089百万円となり

ました。これは、未払法人税等が10,465百万円減少したことなどによるものであります。 

(純資産) 

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ9,932百万円増加し、658,365百万円

となりました。これは、利益剰余金が13,880百万円増加したことなどによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末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、1,719百万円（10.2％）増加し、18,441百万円となりました。なお、当連結会計年度にお

ける各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度（3ヵ月変則決算）における営業活動による資金の増加額は、8,609百万円となり

ました。これは、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は25,519百万円と引続き好調であった

ものの、前連結会計年度分の法人税等の支払いが18,329百万円あったことなどによるものでありま

す。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、4,253百万円となりました。これは、

主に有価証券の増加によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少額は、配当金の支払いなどにより2,131百万

円となりました。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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 

※ 有利子負債残高、利払い額に重要性がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレ

スト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

※ 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(自己株控除後)により算出しております。 

  なお、平成24年3月期につきましては、平成24年3月20日現在の株主に対して行われた株式分割を考慮

して算出しております。 

  

平成23年3月期決算短信(平成23年5月9日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

平成23年3月期 平成24年3月期 平成24年6月期

自己資本比率 93.9 94.7 95.9

時価ベースの自己資本比率 181.5 170.7 167.2

2. 経営方針
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3.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24年3月20日) 

当連結会計年度 
(平成24年6月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 98,972 101,680

受取手形及び売掛金 65,912 64,947

有価証券 278,377 278,847

たな卸資産 14,040 18,713

繰延税金資産 5,780 5,084

その他 1,556 1,210

貸倒引当金 △226 △219

流動資産合計 464,413 470,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,533 18,565

減価償却累計額 △11,434 △11,559

建物及び構築物（純額） 7,099 7,006

工具、器具及び備品 18,977 19,268

減価償却累計額 △15,818 △16,024

工具、器具及び備品（純額） 3,158 3,244

土地 6,920 6,920

その他 1,179 1,142

減価償却累計額 △603 △617

その他（純額） 575 524

有形固定資産合計 17,753 17,695

無形固定資産   

その他 658 1,336

無形固定資産合計 658 1,336

投資その他の資産   

投資有価証券 183,493 179,637

金銭の信託 17,064 16,138

繰延税金資産 61 56

その他 1,224 1,339

貸倒引当金 － △14

投資その他の資産合計 201,844 197,157

固定資産合計 220,257 216,189

資産合計 684,670 686,455
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年3月20日) 

当連結会計年度 
(平成24年6月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,962 7,521

未払費用 3,348 3,277

未払法人税等 18,923 8,458

賞与引当金 4,339 3,312

その他 3,531 4,076

流動負債合計 34,106 26,645

固定負債   

その他 2,130 1,443

固定負債合計 2,130 1,443

負債合計 36,237 28,089

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 592,224 606,105

自己株式 △2,330 △2,807

株主資本合計 651,062 664,466

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,383 △388

為替換算調整勘定 △5,013 △5,711

その他の包括利益累計額合計 △2,629 △6,100

純資産合計 648,433 658,365

負債純資産合計 684,670 686,455
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年3月21日 
 至 平成24年3月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年3月21日 
 至 平成24年6月20日) 

売上高 199,334 52,016

売上原価 47,542 12,504

売上総利益 151,792 39,511

販売費及び一般管理費 60,647 16,705

営業利益 91,145 22,805

営業外収益   

受取利息 1,291 277

受取配当金 32 9

持分法による投資利益 1,573 566

為替差益 319 －

有価証券償還益 － 2,500

雑収入 146 452

営業外収益合計 3,363 3,805

営業外費用   

為替差損 － 1,042

雑損失 265 49

営業外費用合計 265 1,091

経常利益 94,244 25,519

税金等調整前当期純利益 94,244 25,519

法人税、住民税及び事業税 36,159 8,260

法人税等調整額 △77 1,724

法人税等合計 36,081 9,984

当期純利益 58,162 15,535
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年3月21日 
 至 平成24年3月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年3月21日 
 至 平成24年6月20日) 

当期純利益 58,162 15,535

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,325 △2,772

為替換算調整勘定 △135 △1,597

持分法適用会社に対する持分相当額 △132 899

その他の包括利益 1,057 △3,470

包括利益 59,219 12,064

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 59,219 12,064

少数株主に係る包括利益 － －
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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23年3月21日 
 至 平成24年3月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年3月21日 
 至 平成24年6月20日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 30,637 30,637

当期末残高 30,637 30,637

資本剰余金   

当期首残高 30,531 30,531

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 30,531 30,531

利益剰余金   

当期首残高 537,371 592,224

当期変動額   

剰余金の配当 △3,309 △1,654

当期純利益 58,162 15,535

当期変動額合計 54,853 13,880

当期末残高 592,224 606,105

自己株式   

当期首残高 △2,299 △2,330

当期変動額   

自己株式の取得 △31 △480

自己株式の処分 － 3

当期変動額合計 △31 △477

当期末残高 △2,330 △2,807

株主資本合計   

当期首残高 596,241 651,062

当期変動額   

剰余金の配当 △3,309 △1,654

当期純利益 58,162 15,535

自己株式の取得 △31 △480

自己株式の処分 － 3

当期変動額合計 54,821 13,403

当期末残高 651,062 664,466
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年3月21日 
 至 平成24年3月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年3月21日 
 至 平成24年6月20日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,057 2,383

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,326 △2,772

当期変動額合計 1,326 △2,772

当期末残高 2,383 △388

為替換算調整勘定   

当期首残高 △4,744 △5,013

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △269 △698

当期変動額合計 △269 △698

当期末残高 △5,013 △5,711

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △3,686 △2,629

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,057 △3,470

当期変動額合計 1,057 △3,470

当期末残高 △2,629 △6,100

純資産合計   

当期首残高 592,554 648,433

当期変動額   

剰余金の配当 △3,309 △1,654

当期純利益 58,162 15,535

自己株式の取得 △31 △480

自己株式の処分 － 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,057 △3,470

当期変動額合計 55,878 9,932

当期末残高 648,433 658,365
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(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23年3月21日 
 至 平成24年3月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年3月21日 
 至 平成24年6月20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 94,244 25,519

減価償却費 2,925 637

受取利息及び受取配当金 △1,324 △287

為替差損益（△は益） △77 601

持分法による投資損益（△は益） △1,573 △566

売上債権の増減額（△は増加） △4,812 1,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,848 △4,660

仕入債務の増減額（△は減少） 214 3,387

賞与引当金の増減額（△は減少） 390 △1,013

その他 △367 △760

小計 86,770 24,135

利息及び配当金の受取額 3,158 2,803

法人税等の支払額 △39,908 △18,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,020 8,609

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） △64,439 △1,251

有価証券の増減額（△は増加） 22,288 △2,558

有形固定資産の取得による支出 △3,544 △655

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 214

その他 △13 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,707 △4,253

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） △31 △477

配当金の支払額 △3,309 △1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,340 △2,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59 △503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 912 1,719

現金及び現金同等物の期首残高 15,808 16,721

現金及び現金同等物の期末残高 16,721 18,441
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該当事項はありません。 

  

(1株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用) 

当連結会計年度より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月

30日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年

6月30日公表分)を適用しております。 

当社は、平成24年3月21日付で普通株式1株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っておりま

す。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純

利益金額を算定しております。 

なお、1株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

(追加情報) 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用して

おります。 

  

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。 

    
 (関連情報) 

前連結会計年度 (自 平成23年3月21日 至 平成24年3月20日) 
  
 地域ごとの売上高 

 
  

当連結会計年度 (自 平成24年3月21日 至 平成24年6月20日) 
  
 地域ごとの売上高（3ヵ月変則決算） 

 
  

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）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

（7）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

国内
(百万円)

海外
(百万円)

合計 
(百万円)

136,727 62,607 199,334

国内
(百万円)

海外
(百万円)

合計 
(百万円)

32,570 19,445 52,016
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（注）１ 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
   ２ 当社は、平成24年3月21日付で普通株式1株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。前連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を

算定しております。なお、これらの調整を行わなかった場合の前連結会計年度の1株当たり純資産額、 

1株当たり当期純利益金額は、以下の通りであります。 

    1株当たり純資産額        11,756円41銭 

    1株当たり当期純利益金額     1,054円50銭 

    

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

当連結会計年度（3ヵ月変則決算）
(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

1株当たり純資産額 10,687円65銭 10,855円79銭

1株当たり当期純利益金額 958円64銭 256円16銭

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利

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。

同左

項目
前連結会計年度

(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

当連結会計年度 
（3ヵ月変則決算）

(自 平成24年3月21日
至 平成24年6月20日)

1株当たり当期純利益金額

 当期純利益(百万円) 58,162 15,535

 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) 58,162 15,535

 普通株式の期中平均株式数(株) 60,671,959 60,647,251

(重要な後発事象)

㈱キーエンス（6861）　平成24年6月期　決算短信

－12－


	tansin_1206smr_0802_
	tansin_1206_0802



