
２０１０年３月期 第１四半期 連結業績

経営成績

当期予想 前期実績

金　　　額 金　　　額 金　　　額

  売上高 17,181 △918 △5.1% △8,355 △32.7% 18,100 25,536

 電子楽器事業 10,829 △970 △8.2% △4,039 △27.2% 11,800 14,869

 コンピュータ周辺機器事業 6,352 ＋52 ＋0.8% △4,315 △40.5% 6,300 10,667

  営業利益 △ 1,435 ＋564 - △3,274 - △ 2,000 1,838

 電子楽器事業 △ 689 ＋770 - △1,070 - △ 1,460 381

 コンピュータ周辺機器事業 △ 746 △206 - △2,204 - △ 540 1,457

  経常利益 △ 1,402 ＋697 - △3,502 - △ 2,100 2,099

  四半期純利益 △ 1,116 ＋383 - △1,510 - △ 1,500 393

セグメント別売上高

当期予想 前期実績

金額 金額 金額

 電子楽器 4,300 △199 △4.4% △1,367 △24.1% 4,500 5,667

 ギター関連電子楽器 2,304 △95 △4.0% △912 △28.4% 2,400 3,216

 家庭用電子楽器 2,197 △302 △12.1% △1,225 △35.8% 2,500 3,423

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 1,429 △270 △15.9% △385 △21.2% 1,700 1,814

 その他 598 △101 △14.5% △148 △19.9% 700 746

電子楽器事業　計 10,829 △970 △8.2% △4,039 △27.2% 11,800 14,869

コンピュータ周辺機器事業 6,352 ＋52 ＋0.8% △4,315 △40.5% 6,300 10,667

合計 17,181 △918 △5.1% △8,355 △32.7% 18,100 25,536

 日本 3,199 △300 △8.6% △1,021 △24.2% 3,500 4,220

 北米 3,622 △377 △9.4% △1,345 △27.1% 4,000 4,968

 欧州 3,412 △287 △7.8% △1,528 △30.9% 3,700 4,940

 その他（豪州・中南米） 595 △4 △0.8% △144 △19.5% 600 739

電子楽器事業　計 10,829 △970 △8.2% △4,039 △27.2% 11,800 14,869

 日本 1,863 ＋63 ＋3.5% △819 △30.5% 1,800 2,682

 北米 1,696 △3 △0.2% △976 △36.5% 1,700 2,673

 欧州 2,470 ＋70 ＋2.9% △2,264 △47.8% 2,400 4,734

 その他（中南米） 321 △78 △19.6% △254 △44.2% 400 576

コンピュータ周辺機器事業　計 6,352 ＋52 ＋0.8% △4,315 △40.5% 6,300 10,667

合計 17,181 △918 △5.1% △8,355 △32.7% 18,100 25,536
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対予想比 対前期比

（単位：百万円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2010年3月期 第1四半期

2010年3月期 第1四半期

区　　　　分

セグメント

【電子楽器事業】
・世界的な景気低迷による販売低下と円高の影響から、前期比減収、営業損失計上
・コスト削減等、事業効率化の取り組みにより、対予想比で営業損失縮小

【コンピュータ周辺機器事業】
・企業の設備投資抑制、資金調達環境悪化及び円高の影響により、前期比減収、営業損失計上
・生産調整継続による原価率悪化により、対予想比で営業損失増加
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２０１０年３月期 第１四半期連結業績（為替の影響等）

経営成績

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) (B)

  売上高 171 △83 △32.7% △32 ＋1 △52 △20.5% 255

 電子楽器事業 108 △40 △27.2% △20 ＋1 △21 △14.3% 148

 コンピュータ周辺機器事業 63 △43 △40.5% △12 - △31 △29.2% 106

  営業利益 △ 14 △32 - △16 △0 △15 △85.0% 18

 電子楽器事業 △ 6 △10 - △9 △0 △0 △19.8% 3

 コンピュータ周辺機器事業 △ 7 △22 - △7 - △14 - 14

  US$ 94 △11 △10.5% - - - - 105

  EURO 122 △36 △22.8% - - - - 158

セグメント別売上高

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) (B)

 電子楽器 43 △13 △24.1% △9 - △4 △7.8% 56

 ギター関連電子楽器 23 △9 △28.4% △4 - △4 △12.9% 32

 家庭用電子楽器 21 △12 △35.8% △4 - △8 △23.9% 34

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 14 △3 △21.2% △1 ＋1 △3 △20.5% 18

 その他 5 △1 △19.9% △0 △0 △0 △10.8% 7

電子楽器事業　計 108 △40 △27.2% △20 ＋1 △21 △14.3% 148

コンピュータ周辺機器事業 63 △43 △40.5% △12 - △31 △29.2% 106

合計 171 △83 △32.7% △32 ＋1 △52 △20.5% 255

 日本 31 △10 △24.2% - △0 △9 △23.2% 42

 北米 36 △13 △27.1% △5 ＋1 △9 △19.6% 49

 欧州 34 △15 △30.9% △11 - △3 △6.9% 49

 その他（豪州・中南米） 5 △1 △19.5% △3 - ＋1 ＋23.0% 7

電子楽器事業　計 108 △40 △27.2% △20 ＋1 △21 △14.3% 148

 日本 18 △8 △30.5% - - △8 △30.5% 26

 北米 16 △9 △36.5% △2 - △7 △28.6% 26

 欧州 24 △22 △47.8% △8 - △14 △30.4% 47

 その他（中南米） 3 △2 △44.2% △1 - △0 △15.4% 5

コンピュータ周辺機器事業　計 63 △43 △40.5% △12 - △31 △29.2% 106

合計 171 △83 △32.7% △32 ＋1 △52 △20.5% 255

（単位：億円）

（単位：億円）

2010年3月期 第1四半期

金　　　額 対前年比
(A),(B)除く

金　　　額対前年比
(A),(B)除く

実質対前期比

2010年3月期 第1四半期

金　　　額
実質対前期比

区　　　分

為替レート

セグメント

金　　　額

2/2


	決算発表資料38Q1r3.pdf
	決算発表資料38Q1r3_2



