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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年3月21日～平成25年6月20日） 

（注）25年3月期は9ヵ月間の変則決算であり、25年3月期第1四半期（平成24年7月～9月）と26年3月期第1四半期（平成25年4月～6月）は対象となる期間 
   が異なるため、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 ％

26年3月期第1四半期 58,548 ― 27,102 ― 28,907 ― 18,136 ―
25年3月期第1四半期 56,087 ― 25,958 ― 26,421 ― 16,644 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 20,657百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 16,929百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 299.06 ―
25年3月期第1四半期 274.45 ―

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

26年3月期第1四半期 772,588 736,158 95.3 12,139.04
25年3月期 753,985 718,256 95.3 11,843.68
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  736,158百万円 25年3月期  718,256百万円

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月期は、9ヵ月間の変則決算であり、期末配当金45.00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

25年3月期 ― ― ― 45.00 45.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 30.00 ― 30.00 60.00
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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 

(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発表時点において、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   ：  無
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） 26年3月期1Q 60,801,921 株 25年3月期 60,801,921 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 158,074 株 25年3月期 157,199 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 60,644,169 株 25年3月期1Q 60,646,059 株
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当第1四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、債務

問題の残る欧州は低調で、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、円高修正や株価

回復が進むなかで景況感は改善しましたが、製造業の設備投資に大きな変化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り、売上高は58,548百万円、営業利益は27,102百万円、経常利益は

28,907百万円、四半期純利益は18,136百万円となりました。 

なお、前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1四半期連結累計期間（3月21日～6月20日）と期間を揃えた場合の

前年比較は以下の通りであります。 

 
  

  

当第1四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18,603百万円増加し、772,588百万

円となりました。これは、有価証券が9,359百万円増加したことなどによるものであります。 

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ702百万円増加し、36,430百万円とな

りました。  

当第1四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17,901百万円増加し、736,158百万

円となりました。これは、利益剰余金が15,407百万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。 

  

  

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6月期

自 平成24年3月21日 
至 平成24年6月20日

平成26年3月期
第1四半期連結累計期間 
自 平成25年3月21日 
至 平成25年6月20日

増減率

 （A） (B) (B-A)/A

売上高 52,016 58,548 12.6%

営業利益 22,805 27,102 18.8%

経常利益 25,519 28,907 13.3%

四半期(当期)純利益 15,535 18,136 16.7%

(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
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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25年3月20日) 

当第1四半期連結会計期間 
(平成25年6月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 113,713 117,949

受取手形及び売掛金 68,517 69,617

有価証券 309,025 318,384

たな卸資産 16,126 18,732

その他 7,777 8,110

貸倒引当金 △180 △190

流動資産合計 514,979 532,605

固定資産   

有形固定資産 17,855 18,534

無形固定資産 1,252 1,403

投資その他の資産   

投資有価証券 198,494 198,195

その他 21,452 21,891

貸倒引当金 △49 △41

投資その他の資産合計 219,897 220,045

固定資産合計 239,005 239,983

資産合計 753,985 772,588

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,624 8,027

未払法人税等 15,127 11,400

賞与引当金 4,646 3,737

その他 8,196 8,754

流動負債合計 31,595 31,920

固定負債 4,132 4,510

負債合計 35,728 36,430

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 657,239 672,646

自己株式 △2,845 △2,873

株主資本合計 715,561 730,942

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 2,931

為替換算調整勘定 △563 2,284

その他の包括利益累計額合計 2,695 5,216

純資産合計 718,256 736,158

負債純資産合計 753,985 772,588
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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1四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第1四半期連結累計期間 
(自 平成24年6月21日 
 至 平成24年9月20日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成25年3月21日 
 至 平成25年6月20日) 

売上高 56,087 58,548

売上原価 13,708 13,295

売上総利益 42,378 45,252

販売費及び一般管理費 16,419 18,150

営業利益 25,958 27,102

営業外収益   

受取利息 257 275

為替差益 100 255

金銭の信託運用益 23 889

雑収入 107 436

営業外収益合計 490 1,856

営業外費用   

雑損失 27 51

営業外費用合計 27 51

経常利益 26,421 28,907

税金等調整前四半期純利益 26,421 28,907

法人税等 9,777 10,770

四半期純利益 16,644 18,136
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 四半期連結包括利益計算書 
 第1四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第1四半期連結累計期間 
(自 平成24年6月21日 
 至 平成24年9月20日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成25年3月21日 
 至 平成25年6月20日) 

四半期純利益 16,644 18,136

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 338 △329

為替換算調整勘定 △81 2,876

持分法適用会社に対する持分相当額 27 △26

その他の包括利益合計 284 2,521

四半期包括利益 16,929 20,657

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,929 20,657

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱キーエンス（6861）　平成26年3月期　第1四半期　決算短信

－5－



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
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