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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52期

第3四半期
連結累計期間

第53期
第3四半期

連結累計期間
第52期

会計期間
自 2020年 3月21日
至 2020年12月20日

自 2021年 3月21日
至 2021年12月20日

自 2020年3月21日
至 2021年3月20日

売上高 (百万円) 376,803 545,332 538,134

経常利益 (百万円) 193,580 309,848 286,594

親会社株主に帰属する四半期(当期)
純利益

(百万円) 132,363 218,405 197,289

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 134,392 223,978 203,293

純資産額 (百万円) 1,843,960 2,088,299 1,912,844

総資産額 (百万円) 1,906,784 2,195,113 2,009,874

1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 545.77 900.54 813.47

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 (％) 96.7 95.1 95.2

 

回次
第52期

第3四半期
連結会計期間

第53期
第3四半期

連結会計期間

会計期間
自 2020年 9月21日
至 2020年12月20日

自 2021年 9月21日
至 2021年12月20日

1株当たり四半期純利益金額 (円) 198.08 315.93

（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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第3四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3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。
 

２【経営者による財政状態、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、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第3四半期連結累計期間の世界経済は、コロナ禍から徐々に正常化に向けて進むなかで、全体としては景気に持ち直しの動

きが続きました。米国では個人消費や生産に回復がみられ、アジアでは設備投資に持ち直しの動きが続きました。欧州では景気は

緩やかな回復が続き、国内においては個人消費や雇用情勢に回復の動きがみられました。

　こうしたなか、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。

　当第3四半期連結累計期間における売上高は545,332百万円(前年同四半期比44.7％増)、営業利益は302,411百万円(同

61.0％増)、経常利益は309,848百万円(同60.1％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は218,405百万円(同65.0％増)

となりました。

　当第3四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185,238百万円増加し、2,195,113百万円となりまし

た。これは、投資有価証券が138,224百万円増加したことなどによるものであります。

　当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ9,783百万円増加し、106,813百万円となりました。こ

れは、支払手形及び買掛金が6,251百万円増加したことなどによるものであります。

　当第3四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175,454百万円増加し、2,088,299百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が169,900百万円増加したことなどによるものであります。

 

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありま
せん。
 
(3）経営方針・経営戦略等
　当第3四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

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3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は13,263百万円であります。

 

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金需要の主な内容は、営業活動に必要な資金及び企画開発面における研究開発資金であり、これらの

調達方法につきましては、営業活動により、獲得した資金を充当することとしております。

 

(7）経営成績に重要な影響を与える要因

　「第２事業の状況 １事業等のリスク」に記載のとおり、当第3四半期連結累計期間において重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第3四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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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 600,000,000

計 600,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第3四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2021年12月20日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年2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 243,207,684 243,207,684 東京証券取引所　市場第一部
単元株式数

100株

計 243,207,684 243,207,684 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の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) 【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）

自 2021年9月21日
至 2021年12月20日

－ 243,207,684 － 30,637 － 30,526

 

(5) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

　当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である2021年9月20日の株主名簿により記載しております。

 

①【発行済株式】

    2021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） 普通株式 681,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 242,380,800 2,423,808 －

単元未満株式 普通株式 145,584 － 1単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  243,207,684 － －

総株主の議決権  － 2,423,808 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021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（％）

株式会社キーエンス
大阪市東淀川区東中島
1丁目3－14

681,300 － 681,300 0.28

計 － 681,300 － 681,300 0.28

 

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

　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　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3四半期連結会計期間（自 2021年9月21日 至 2021年12

月20日）及び第3四半期連結累計期間（自 2021年3月21日 至 2021年12月20日）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る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
(2021年3月20日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月20日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 401,201 420,009

受取手形及び売掛金 186,943 223,184

有価証券 528,797 480,286

たな卸資産 34,940 58,279

その他 6,807 6,548

貸倒引当金 △466 △429

流動資産合計 1,158,223 1,187,878

固定資産   

有形固定資産 23,806 24,232

無形固定資産 4,251 3,697

投資その他の資産   

投資有価証券 813,077 951,301

長期性預金 － 14,125

その他 10,577 13,940

貸倒引当金 △61 △61

投資その他の資産合計 823,592 979,305

固定資産合計 851,651 1,007,235

資産合計 2,009,874 2,195,113

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,540 16,792

未払法人税等 51,344 50,953

賞与引当金 11,297 11,451

その他 21,339 24,921

流動負債合計 94,521 104,119

固定負債 2,507 2,694

負債合計 97,029 106,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,541 30,541

利益剰余金 1,846,924 2,016,824

自己株式 △3,763 △3,782

株主資本合計 1,904,339 2,074,221

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,418 5,383

為替換算調整勘定 3,085 8,698

退職給付に係る調整累計額 2 △3

その他の包括利益累計額合計 8,505 14,078

純資産合計 1,912,844 2,088,299

負債純資産合計 2,009,874 2,195,113

 

EDINET提出書類

株式会社キーエンス(E01967)

四半期報告書

 7/14



(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3四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
 前第3四半期連結累計期間

(自 2020年 3月21日
　至 2020年12月20日)

 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 3月21日
　至 2021年12月20日)

売上高 376,803 545,332

売上原価 69,124 95,202

売上総利益 307,679 450,130

販売費及び一般管理費 119,820 147,719

営業利益 187,858 302,411

営業外収益   

受取利息 632 412

持分法による投資利益 3,572 3,734

為替差益 781 2,202

雑収入 821 1,214

営業外収益合計 5,808 7,563

営業外費用   

雑損失 86 126

営業外費用合計 86 126

経常利益 193,580 309,848

税金等調整前四半期純利益 193,580 309,848

法人税等 61,217 91,443

四半期純利益 132,363 218,405

親会社株主に帰属する四半期純利益 132,363 218,405
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【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
 前第3四半期連結累計期間

(自 2020年 3月21日
　至 2020年12月20日)

 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年 3月21日
　至 2021年12月20日)

四半期純利益 132,363 218,405

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,894 △35

為替換算調整勘定 △869 5,621

持分法適用会社に対する持分相当額 4 △13

その他の包括利益合計 2,029 5,573

四半期包括利益 134,392 223,978

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 134,392 223,978
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【注記事項】

（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）

（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。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第3四半期連結累計期間
（自 2020年 3月21日
至 2020年12月20日）

当第3四半期連結累計期間
（自 2021年 3月21日
至 2021年12月20日）

減価償却費 5,552百万円 5,446百万円

 

（株主資本等関係）

前第3四半期連結累計期間（自 2020年3月21日 至 2020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

2020年6月12日
定時株主総会

普通株式 24,252 100 2020年3月20日 2020年6月15日 利益剰余金

2020年10月30日
取締役会

普通株式 24,252 100 2020年9月20日 2020年11月24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3四半期連結累計期間（自 2021年3月21日 至 2021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

2021年6月11日
定時株主総会

普通株式 24,252 100 2021年3月20日 2021年6月14日 利益剰余金

2021年10月28日
取締役会

普通株式 24,252 100 2021年9月20日 2021年11月22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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　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。

 

前第3四半期
連結累計期間

（自 2020年 3月21日
至 2020年12月20日）

当第3四半期
連結累計期間

（自 2021年 3月21日
至 2021年12月20日）

1株当たり四半期純利益金額 545円77銭 900円54銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
132,363 218,405

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
132,363 218,405

普通株式の期中平均株式数（千株） 242,526 242,526

　（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53期（自 2021年3月21日 至 2022年3月20日）中間配当については、2021年10月28日開催の取締役会において、2021

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,252百万円

　②　1株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100円

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　　　　　　 2021年11月22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  

 

2022年1月31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

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 髙　　見　　勝　　文

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 安　　場　　達　　哉

 

監査人の結論

　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2021年3月21日から2022年3月20日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2021年9月21日から2021年12月20日

まで）及び第3四半期連結累計期間（2021年3月21日から2021年12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及び注記について四半期レビューを行った。

　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2021年12月20日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　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。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。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。

　・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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　・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

　・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子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　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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