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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39期

第2四半期連結
累計期間

第40期
第2四半期連結
累計期間

第39期
第2四半期連結
会計期間

第40期
第2四半期連結
会計期間

第39期

会計期間

自  平成22年
     3月21日
至  平成22年
     9月20日

自  平成23年
     3月21日
至  平成23年
     9月20日

自  平成22年
     6月21日
至  平成22年
     9月20日

自  平成23年
     6月21日
至  平成23年
     9月20日

自  平成22年
     3月21日
至  平成23年
     3月20日

売上高 (百万円) 89,269 99,197 47,858 50,778 184,802

経常利益 (百万円) 43,458 46,989 23,343 23,928 89,987

四半期(当期)純利益 (百万円) 27,228 28,687 14,373 14,573 55,345

純資産額 (百万円) ― ― 566,185 618,187 592,554

総資産額 (百万円) ― ― 598,359 652,645 631,064

1株当たり純資産額 (円) ― ― 10,264.6411,207.8810,743.00

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 493.64 520.11 260.59 264.22 1,003.39

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 (％) ― ― 94.6 94.7 93.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 19,730 20,269 ― ― 52,502

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △31,494 △19,666 ― ― △63,684

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,688 △1,671 ― ― △3,377

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 16,922 14,369 15,808

従業員数 (名) ― ― 3,128 3,318 3,151

(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。
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２ 【事業の内容】

当第2四半期連結会計期間において、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。

　

３ 【関係会社の状況】

当第2四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成23年9月20日現在

従業員数(名) 3,318

(注) 従業員数は就業人員数であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成23年9月20日現在

従業員数(名) 1,927

(注) 従業員数は就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

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ります。

(1) 生産実績

セグメント名称
当第2四半期連結会計期間
(自　平成23年6月21日
　至　平成23年9月20日)

前年同四半期比(％)

電子応用機器(百万円) 58,227 ―

(注) １　金額は販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当社は即納体制を敷いているため、受注はほぼ売上高と均衡しており、受注残高に重要性はありませ

ん。

　
(3) 販売実績

セグメント名称
当第2四半期連結会計期間
(自　平成23年6月21日
　至　平成23年9月20日)

前年同四半期比(％)

電子応用機器(百万円) 50,778 ―

(注) １　販売実績が総販売実績の100分の10以上となる相手先はないため、主要な顧客別の売上状況は記載を省略して

おります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
２ 【事業等のリスク】

当第2四半期連結会計期間における、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。

　
３ 【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。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　
(1) 経営成績の分析

当第2四半期連結会計期間の世界経済は、全体としては底堅く推移しましたが、欧州の財政問題や米国

経済の不透明感などもあり、成長率の鈍化が見られました。国内におきましては、東日本大震災からの回

復過程にありますが、電力不足の問題や為替動向など、不確実性が高まっております。

　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、海外現地法人の設立など営業面での強化を図り、売上高は50,778百万円（前年同期比6.1％増）、

営業利益は24,324百万円（前年同期比4.8％増）、経常利益は23,928百万円（前年同期比2.5％増）、四半

期純利益は14,573百万円（前年同期比1.4％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21,581百万円増加し、652,645百万円

となりました。これは、現金及び預金が34,310百万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4,051百万円減少し、34,458百万円とな

りました。これは、未払法人税等が4,412百万円減少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25,632百万円増加し、618,187百万円

となりました。これは、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が27,032百万円増加したことによるも

のであります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間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1,439百万円（9.1％）減少し、14,369百万円となりました。なお、当第2四半期連結会計期間に

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。　

　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、19,874百万円と前年同期比446

百万円（2.2％）の微減となりました。これは、売上債権の増加額が2,095百万円（45.5％）減少したこ

とによる資金の増加を、仕入債務やたな卸資産などの増減による資金の減少が相殺したものでありま

す。

　
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少額は、22,342百万円と前年同期比

6,548百万円（22.7％）の減少となりました。これは、有価証券が18,407百万円の増加から13,149百万

円の減少に転じた一方、定期預金の増加額が24,321百万円（240.6％）増加したことなどによるもので

あります。

　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少額は、自己株式の増加により6百万円

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2四半期連結会計期間において、当連結会社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2四半期連結会計期間の研究開発費の総額は2,497百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第2四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第2四半期連結会計期間において、第1四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第2四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【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 137,000,000

計 137,000,000

　

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23年9月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月2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 55,274,47455,274,474
東京証券取引所(市場第一部)
大阪証券取引所(市場第一部)

単元株式数
100株

計 55,274,47455,274,474 ― ―

　

(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23年9月20日 ─ 55,274,474 ― 30,637 ― 30,526
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(6) 【大株主の状況】

平成23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 9,879 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 4,379 7.92

滝　崎　武　光 大阪府豊中市 4,262 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)

　
米国、ボストン
(東京都中央区日本橋3丁目11－1)
　
　

3,177 5.74

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 1,488 2.69

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
コーポレート銀行決済営業部)

米国、ボストン
(東京都中央区月島4丁目16－13)

1,128 2.04

ザ チェース マンハッタン バン
ク　３８５０３６
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行決済営業部)

米国、カリフォルニア
(東京都中央区月島4丁目16－13)　

893 1.61

ザ バンク オブ ニューヨーク 
― ジャスディック ノン トリー
ティー アカウント
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行決済営業部)

米国、ニューヨーク
(東京都中央区月島4丁目16－13)

887 1.60

ＳＳＢＴ　ＯＤ０５　ＯＭＮＩＢ
ＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ　－　ＴＲＥ
ＡＴＹ　ＣＬＩＥＮＴＳ
(常任代理人　香港上海銀行東京
支店)

オーストラリア、シドニー
(東京都中央区日本橋3丁目11－1)

829 1.50

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 816 1.47

計 ― 27,743 50.19
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23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 118,000

　

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 55,016,400
　

550,164 ―

単元未満株式 普通株式 140,074
　

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 55,274,474― ―

総株主の議決権 ― 550,164 ―

　

② 【自己株式等】

平成23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

118,000 ― 118,000 0.21

計 ― 118,000 ― 118,000 0.21

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成23年
4月 5月 6月 7月 8月 9月

最高(円) 21,77021,70022,76023,29022,41021,910

最低(円) 19,87019,75020,64021,61019,17019,090

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであり、平成23年4月1日から平成23年9月30日までの

暦月によっております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第2四半期連結会計期間(平成22年6月21日から平成22年9月20日まで)及び前第2四半期連結累計

期間(平成22年3月21日から平成22年9月20日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第2四

半期連結会計期間(平成23年6月21日から平成23年9月20日まで)及び当第2四半期連結累計期間(平成23年3

月21日から平成23年9月20日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

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、前第2四半期連結会計期間(平成22年6月21日か

ら平成22年9月20日まで)及び前第2四半期連結累計期間(平成22年3月21日から平成22年9月20日まで)に係

る四半期連結財務諸表並びに当第2四半期連結会計期間(平成23年6月21日から平成23年9月20日まで)及び

当第2四半期連結累計期間(平成23年3月21日から平成23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)

当第2四半期連結会計期間末
(平成23年9月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年3月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 67,928 33,618

受取手形及び売掛金 62,617 ※１
 61,110

有価証券 281,730 295,080

たな卸資産 ※２
 15,643

※２
 11,177

その他 6,091 6,833

貸倒引当金 △243 △227

流動資産合計 433,768 407,592

固定資産

有形固定資産 ※３
 17,476

※３
 16,992

無形固定資産 731 661

投資その他の資産

投資有価証券 183,071 188,474

その他 17,598 17,344

投資その他の資産合計 200,669 205,818

固定資産合計 218,877 223,472

資産合計 652,645 631,064

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,272 3,748

未払法人税等 18,339 22,751

賞与引当金 4,049 3,947

その他 6,281 7,192

流動負債合計 33,943 37,639

固定負債 515 870

負債合計 34,458 38,510

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 564,404 537,371

自己株式 △2,315 △2,299

株主資本合計 623,257 596,241

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 401 1,057

為替換算調整勘定 △5,471 △4,744

評価・換算差額等合計 △5,070 △3,686

純資産合計 618,187 592,554

負債純資産合計 652,645 631,064
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(2)【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22年3月21日
  至 平成22年9月20日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成23年3月21日
  至 平成23年9月20日)

売上高 89,269 99,197

売上原価 20,262 23,260

売上総利益 69,006 75,937

販売費及び一般管理費 ※
 27,416

※
 29,652

営業利益 41,590 46,285

営業外収益

受取利息 894 690

持分法による投資利益 1,260 721

金銭の信託運用益 186 －

雑収入 122 79

営業外収益合計 2,463 1,491

営業外費用

為替差損 484 591

金銭の信託運用損 － 104

固定資産除却損 10 8

雑損失 100 81

営業外費用合計 595 786

経常利益 43,458 46,989

税金等調整前四半期純利益 43,458 46,989

法人税等 16,229 18,302

四半期純利益 27,228 28,687
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【第2四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第2四半期連結会計期間
(自 平成22年6月21日
  至 平成22年9月20日)

当第2四半期連結会計期間
(自 平成23年6月21日
  至 平成23年9月20日)

売上高 47,858 50,778

売上原価 10,805 11,695

売上総利益 37,052 39,083

販売費及び一般管理費 ※
 13,832

※
 14,758

営業利益 23,220 24,324

営業外収益

受取利息 412 319

持分法による投資利益 138 83

雑収入 69 33

営業外収益合計 620 437

営業外費用

為替差損 356 517

金銭の信託運用損 107 272

固定資産除却損 4 8

雑損失 30 35

営業外費用合計 498 833

経常利益 23,343 23,928

税金等調整前四半期純利益 23,343 23,928

法人税等 8,969 9,354

四半期純利益 14,373 14,573
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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22年3月21日
  至 平成22年9月20日)

当第2四半期連結累計期間
(自 平成23年3月21日
  至 平成23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 43,458 46,989

減価償却費 904 1,219

受取利息及び受取配当金 △909 △706

持分法による投資損益（△は益） △1,260 △721

売上債権の増減額（△は増加） △7,043 △1,958

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,856 △4,585

仕入債務の増減額（△は減少） 1,571 1,525

賞与引当金の増減額（△は減少） △903 118

その他 1,388 △622

小計 34,349 41,258

利息及び配当金の受取額 1,127 1,492

法人税等の支払額 △15,745 △22,480

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,730 20,269

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） △15,497 △35,966

有価証券の増減額（△は増加） △15,375 18,102

その他 △621 △1,801

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,494 △19,666

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） △33 △16

配当金の支払額 △1,654 △1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,688 △1,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 △566 △372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,018 △1,439

現金及び現金同等物の期首残高 30,940 15,808

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 16,922

※
 14,369
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第2四半期連結累計期間

(自　平成23年3月21日　至　平成23年9月20日)

1　連結の範囲に関する事項の変更

当第2四半期連結会計期間において、新たに子会社を2社設立したため、連結の範囲に含めております。

 

2　会計処理基準に関する事項の変更

(1) 第1四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用

しております。

(2) 第1四半期連結会計期間より「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年3月10日）及び

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年3月10日）を適用し

ております。

　

【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23年3月21日　至　平成23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。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第2四半期連結会計期間末
(平成23年9月20日)

前連結会計年度末
(平成23年3月20日)

――― ※1　期末日満期手形の処理

　
　 　

　 　

当連結会計年度末日は銀行休業日でしたが、期末日

満期手形については、期末日に決済が行われたもの

として処理しております。

当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであり

ます。

受取手形 421百万円

　 　
※2　たな卸資産の内訳

商品及び製品 7,406百万円

仕掛品 4,468

原材料 3,768

※2　たな卸資産の内訳

商品及び製品 5,604百万円

仕掛品 2,618

原材料 2,953

　 　
※3　有形固定資産の減価償却累計額 27,218百万円
　

※3　有形固定資産の減価償却累計額 26,306百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第2四半期連結累計期間

前第2四半期連結累計期間
(自　平成22年3月21日　至　平成22年9月20日)

当第2四半期連結累計期間
(自　平成23年3月21日　至　平成23年9月20日)

※  　販売費及び一般管理費の主なもの

　役員報酬及び従業員給料
手当賞与

10,509百万円

　賞与引当金繰入額 3,197

　研究開発費 4,165

※  　販売費及び一般管理費の主なもの

　役員報酬及び従業員給料
手当賞与

11,030百万円

　賞与引当金繰入額 3,213

　研究開発費 4,851

　

第2四半期連結会計期間

前第2四半期連結会計期間
(自　平成22年6月21日　至　平成22年9月20日)

当第2四半期連結会計期間
(自　平成23年6月21日　至　平成23年9月20日)

※  　販売費及び一般管理費の主なもの

　役員報酬及び従業員給料
手当賞与

5,982百万円

　賞与引当金繰入額 1,017

　研究開発費 2,187

※  　販売費及び一般管理費の主なもの

　役員報酬及び従業員給料
手当賞与

6,298百万円

　賞与引当金繰入額 810

　研究開発費 2,497

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第2四半期連結累計期間

(自　平成22年3月21日　至　平成22年9月20日)
当第2四半期連結累計期間

(自　平成23年3月21日　至　平成23年9月20日)

※　　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

　現金及び預金 32,444百万円

　預入れ期間が3カ月を超え
る定期預金

△15,522

　現金及び現金同等物 16,922
 

※　　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

　現金及び預金 67,928百万円

　預入れ期間が3カ月を超え
る定期預金

△53,559

　現金及び現金同等物 14,369
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(株主資本等関係)

当第2四半期連結会計期間末(平成23年9月20日)及び当第2四半期連結累計期間(自　平成23年3月21日　至　平

成23年9月20日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第2四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 55,274,474

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第2四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 118,001

　

３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

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 配当の原資

平成23年6月17日
定時株主総会

普通株式 1,654 30平成23年3月20日 平成23年6月20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23年10月28日
取締役会

普通株式 1,654 30平成23年9月20日 平成23年11月25日 利益剰余金

　

５  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。

　

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

当社グループの主たる事業は産業用電子応用機器の製造販売であり、前第2四半期連結会計期間及び前第

2四半期連結累計期間における当該事業の売上高及び営業利益が90％を超えるため記載を省略しておりま

す。
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【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間(自　平成22年6月21日　至　平成22年9月20日)

　
日本
(百万円)

北中米
(百万円)

アジア
(百万円)

欧州その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　　売上高 43,2724,202 5,808 3,10256,385(8,527)47,858

　　営業利益 21,953 538 599 165 23,256 (35) 23,220

(注) １　地域は、地理的近接度により区分しております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北中米……米国

アジア……中国

欧州その他……ドイツ

３　従来、北中米以外の地域については一括して記載しておりましたが、アジアの重要性が増したため、第1四半期

連結累計期間より区分して表示しております。

　

前第2四半期連結累計期間(自  平成22年3月21日  至  平成22年9月20日)

　
日本
(百万円)

北中米
(百万円)

アジア
(百万円)

欧州その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　　売上高 80,4957,96111,4906,049105,996(16,727)89,269

　　営業利益 39,470 953 1,214 282 41,921(331)41,590

(注) １　地域は、地理的近接度により区分しております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北中米……米国

アジア……中国

欧州その他……ドイツ

３　従来、北中米以外の地域については一括して記載しておりましたが、アジアの重要性が増したため、第1四半期

連結累計期間より区分して表示しております。
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【海外売上高】

前第2四半期連結会計期間(自  平成22年6月21日  至  平成22年9月20日)

　 北米・中南米 アジア 欧州その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 4,216 6,626 3,320 14,163

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ─ ― 47,858

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 8.8 13.8 6.9 29.6

(注) １　地域は、地理的近接度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・中南米……米国

アジア……………中国

欧州その他………ドイツ

３　海外売上高は当社及び子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。

　

前第2四半期連結累計期間(自  平成22年3月21日  至  平成22年9月20日)

　 北米・中南米 アジア 欧州その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 8,013 13,225 6,484 27,723

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ─ ― 89,269

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合(％) 9.0 14.8 7.3 31.1

(注) １　地域は、地理的近接度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・中南米……米国

アジア……………中国

欧州その他………ドイツ

３　海外売上高は当社及び子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。

　

【セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間(自  平成23年3月21日  至  平成23年9月20日)及び当第2四半期連結会計期間

(自  平成23年6月21日  至  平成23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。

　

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平

成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号　平成20年3月21日)を適用しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第2四半期連結会計期間末
(平成23年9月20日)

前連結会計年度末
(平成23年3月20日)

　 　

　 11,207.88円
　

　 　

　 10,743.00円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第2四半期連結累計期間

前第2四半期連結累計期間
(自  平成22年3月21日
至  平成22年9月20日)

当第2四半期連結累計期間
(自  平成23年3月21日
至  平成23年9月20日)

１株当たり四半期純利益金額 493.64円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 520.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注) １　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。

２　1株当たり四半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。

項目
前第2四半期連結累計期間
(自　平成22年3月21日
至　平成22年9月20日)

当第2四半期連結累計期間
(自　平成23年3月21日
至　平成23年9月20日)

四半期純利益(百万円) 27,228 28,687

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 27,228 28,687

普通株式の期中平均株式数(千株) 55,159 55,156

　

第2四半期連結会計期間

前第2四半期連結会計期間
(自  平成22年6月21日
至  平成22年9月20日)

当第2四半期連結会計期間
(自  平成23年6月21日
至  平成23年9月20日)

１株当たり四半期純利益金額 260.59円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 264.22円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(注) １　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。

２　1株当たり四半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。

項目
前第2四半期連結会計期間
(自　平成22年6月21日
至　平成22年9月20日)

当第2四半期連結会計期間
(自　平成23年6月21日
至　平成23年9月20日)

四半期純利益(百万円) 14,373 14,573

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 14,373 14,573

普通株式の期中平均株式数(千株) 55,159 55,156

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第40期(平成23年3月21日から平成24年3月20日まで)中間配当については、平成23年10月28日開催の取締

役会において、平成23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 1,654百万円

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23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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年10月28日

株式会社キーエンス

取締役会  御中

　

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　　梶　　浦　　和　　人　　㊞　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　玉　　井　　照　　久　　㊞

　
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22年3月21日から平成23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22

年6月21日から平成22年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成22年3月21日から平成22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及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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22

年9月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営

成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

　
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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年10月28日

株式会社キーエンス

取締役会  御中

　

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　　梶　　浦　　和　　人　　㊞　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　玉　　井　　照　　久　　㊞

　
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23年3月21日から平成24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23

年6月21日から平成23年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成23年3月21日から平成23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及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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23

年9月20日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営

成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

　
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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