
２０１３年３月期 第１四半期 連結業績

経営成績

期初予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

売上高 17,997 △402 △2.2% △166 △0.9% 18,400 18,164

電子楽器事業 10,158 △141 △1.4% △529 △5.0% 10,300 10,687

コンピュータ周辺機器事業 7,838 △261 △3.2% ＋362 ＋4.8% 8,100 7,476

営業利益 △134 ＋365 － ＋113 － △500 △247

電子楽器事業 △159 ＋240 － ＋121 － △400 △281

コンピュータ周辺機器事業 25 ＋125 － △7 △23.3% △100 33

経常利益 △235 ＋264 － ＋77 － △500 △313

四半期純利益 35 ＋635 － △736 △95.4% △600 771

セグメント別売上高

期初予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

電子楽器 3,559 △10 △0.3% △648 △15.4% 3,570 4,208

ギター関連電子楽器 2,062 △7 △0.4% △32 △1.6% 2,070 2,095

家庭用電子楽器 2,820 △69 △2.4% ＋270 ＋10.6% 2,890 2,549

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 1,161 △48 △4.0% △172 △12.9% 1,210 1,333

その他 554 △5 △0.9% ＋54 ＋10.8% 560 500

電子楽器事業 計 10,158 △141 △1.4% △529 △5.0% 10,300 10,687

コンピュータ周辺機器事業 7,838 △261 △3.2% ＋362 ＋4.8% 8,100 7,476

合計 17,997 △402 △2.2% △166 △0.9% 18,400 18,164

日 本 2,377 △322 △11.9% ＋209 ＋9.7% 2,700 2,167

北 米 2,794 △5 △0.2% △472 △14.5% 2,800 3,267

欧 州 3,226 ＋126 ＋4.1% △464 △12.6% 3,100 3,690

その他 1,759 ＋59 ＋3.5% ＋197 ＋12.6% 1,700 1,562

電子楽器事業 計 10,158 △141 △1.4% △529 △5.0% 10,300 10,687

日 本 918 ＋18 ＋2.1% ＋115 ＋14.4% 900 803

北 米 1,966 ＋66 ＋3.5% ＋145 ＋8.0% 1,900 1,820

欧 州 2,664 △35 △1.3% ＋15 ＋0.6% 2,700 2,649

その他 2,288 △311 △12.0% ＋85 ＋3.9% 2,600 2,203

コンピュータ周辺機器事業 計 7,838 △261 △3.2% ＋362 ＋4.8% 8,100 7,476

合計 17,997 △402 △2.2% △166 △0.9% 18,400 18,164

（※）販売地域別。 「日本」は日本国内のみで、「その他」は中南米、豪州、アジア、中近東・アフリカ等を含む。
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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

２０１３年３月期 第１四半期実績

２０１３年３月期 第１四半期実績

区 分

セグメント

◇ 連結業績
最終利益は、米国販売子会社における繰延税金資産の計上により黒字。

◇ 電子楽器事業
日本では、電子ピアノや電子ドラム等の新製品が売上に貢献するも、北米や欧州は新製品の本格的な
販売が第2四半期以降となるため、売上は伸び悩む。一方、アジアや中南米等の新興国は着実に成長。
新製品の生産増による原価率改善により営業損失は縮小。

◇ コンピュータ周辺機器事業
日本や北米では前期投入の新製品が好調に推移。欧州は円高の影響もあり前期並みの売上。
中国は景気拡大の鈍化等で売上は横ばいとなるが、ブラジルやオーストラリアは好調に推移。
営業利益は、円高や人件費等の固定費の増加でほぼ前期並み。
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２０１３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 179 △1 △0.9% △7 － ＋5 ＋3.2% 181

電子楽器事業 101 △5 △5.0% △4 － △1 △1.2% 106

コンピュータ周辺機器事業 78 ＋3 ＋4.8% △3 － ＋7 ＋9.5% 74

営業利益 △1 ＋1 － △4 △0 ＋6 － △2

電子楽器事業 △1 ＋1 － △2 － ＋3 － △2

コンピュータ周辺機器事業 ＋0 △0 △23.3% △2 △0 ＋2 ＋733.7% ＋0

US$ 79 △3 △3.7% － － － － 82

EUR 104 △9 △8.0% － － － － 113

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 35 △6 △15.4% △1 － △5 △11.9% 42

ギター関連電子楽器 20 △0 △1.6% △0 － ＋0 ＋2.9% 20

家庭用電子楽器 28 ＋2 ＋10.6% △1 － ＋3 ＋15.0% 25

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 11 △1 △12.9% △0 － △1 △9.8% 13

その他 5 ＋0 ＋10.8% △0 － ＋0 ＋13.0% 5

電子楽器事業 計 101 △5 △5.0% △4 － △1 △1.2% 106

コンピュータ周辺機器事業 78 ＋3 ＋4.8% △3 － ＋7 ＋9.5% 74

合計 179 △1 △0.9% △7 － ＋5 ＋3.2% 181

日 本 23 ＋2 ＋9.7% － － ＋2 ＋9.7% 21

北 米 27 △4 △14.5% △1 － △3 △11.0% 32

欧 州 32 △4 △12.6% △2 － △2 △6.2% 36

その他 17 ＋1 ＋12.6% △0 － ＋2 ＋16.2% 15

電子楽器事業 計 101 △5 △5.0% △4 － △1 △1.2% 106

日 本 9 ＋1 ＋14.4% － － ＋1 ＋14.4% 8

北 米 19 ＋1 ＋8.0% △0 － ＋2 ＋12.2% 18

欧 州 26 ＋0 ＋0.6% △2 － ＋2 ＋8.5% 26

その他 22 ＋0 ＋3.9% △0 － ＋1 ＋6.7% 22

コンピュータ周辺機器事業 計 78 ＋3 ＋4.8% △3 － ＋7 ＋9.5% 74

合計 179 △1 △0.9% △7 － ＋5 ＋3.2% 181

（※）販売地域別。 「日本」は日本国内のみで、「その他」は中南米、豪州、アジア、中近東・アフリカ等を含む。

（単位：億円）

（単位：億円）

２０１３年３月期 第１四半期実績

金 額 対前期比
(A),(B)除く

金 額対前期比
(A),(B)除く

実質対前期比

２０１３年３月期 第１四半期実績

金 額
実質対前期比

区 分

為替レート

セグメント

金 額
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