
２０１４年３月期 第３四半期 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 61,476 ＋76 ＋0.1% ＋8,463 ＋16.0% 61,400 53,013

 電子楽器事業 31,005 △94 △0.3% ＋1,644 ＋5.6% 31,100 29,361

 コンピュータ周辺機器事業 30,471 ＋171 ＋0.6% ＋6,818 ＋28.8% 30,300 23,652

  営業利益 5,342 ＋842 ＋18.7% ＋5,595 － 4,500 △252

 電子楽器事業 655 ＋355 ＋118.6% ＋1,821 － 300 △1,166

 コンピュータ周辺機器事業 4,687 ＋487 ＋11.6% ＋3,773 ＋412.9% 4,200 913

  経常利益 5,288 ＋888 ＋20.2% ＋5,754 － 4,400 △465

  四半期純利益 1,562 ＋462 ＋42.1% ＋4,277 － 1,100 △2,714

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 11,696 ＋16 ＋0.1% ＋739 ＋6.7% 11,680 10,957

 ギター関連電子楽器 5,682 △97 △1.7% △111 △1.9% 5,780 5,793

 家庭用電子楽器 8,015 △64 △0.8% ＋593 ＋8.0% 8,080 7,422

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 3,904 ＋24 ＋0.6% ＋550 ＋16.4% 3,880 3,353

 その他 1,706 ＋26 ＋1.6% △127 △6.9% 1,680 1,834

電子楽器事業　計 31,005 △94 △0.3% ＋1,644 ＋5.6% 31,100 29,361

コンピュータ周辺機器事業 30,471 ＋171 ＋0.6% ＋6,818 ＋28.8% 30,300 23,652

合計 61,476 ＋76 ＋0.1% ＋8,463 ＋16.0% 61,400 53,013

 日　本 6,254 △245 △3.8% △571 △8.4% 6,500 6,825

 北　米 8,578 △21 △0.3% ＋575 ＋7.2% 8,600 8,002

 欧　州 9,860 ＋60 ＋0.6% ＋914 ＋10.2% 9,800 8,946

 その他 6,312 ＋112 ＋1.8% ＋726 ＋13.0% 6,200 5,586

電子楽器事業　計 31,005 △94 △0.3% ＋1,644 ＋5.6% 31,100 29,361

 日　本 3,230 ＋30 ＋1.0% ＋206 ＋6.8% 3,200 3,024

 北　米 8,527 ＋127 ＋1.5% ＋2,388 ＋38.9% 8,400 6,138

 欧　州 10,213 ＋13 ＋0.1% ＋2,835 ＋38.4% 10,200 7,377

 その他 8,499 △0 △0.0% ＋1,388 ＋19.5% 8,500 7,111

コンピュータ周辺機器事業　計 30,471 ＋171 ＋0.6% ＋6,818 ＋28.8% 30,300 23,652

合計 61,476 ＋76 ＋0.1% ＋8,463 ＋16.0% 61,400 53,013

（※）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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2014年3月期 第3四半期累計実績

区　　　　分

セグメント

◇ 電子楽器事業
   売上高は、上期の落ち込みが響き実質減収となるも、円安の影響により前年同期を上回る。営業利益は
   前期に実施した構造改革に伴う人件費削減や円安の影響もあり増加。

◇ コンピュータ周辺機器事業
   北米や欧州でプリンターが大幅に伸張。中国で大型インクジェットプリンターやデンタル加工機が堅調に
   推移。実質販売増に加え、円安の影響や原価率改善等により、売上高、営業利益ともに大幅増。

◇ 連結業績
   終損益は、経常利益52億から税費用16億円および少数株主への利益振替20億円を差し引き、15億円の
   純利益を計上。
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２０１４年３月期 第３四半期 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) 影響 (B)

  売上高 614 ＋84 ＋16.0% ＋80 ＋4 △0 △0.1% 530

 電子楽器事業 310 ＋16 ＋5.6% ＋38 － △22 △7.5% 293

 コンピュータ周辺機器事業 304 ＋68 ＋28.8% ＋41 ＋4 ＋21 ＋9.1% 236

  営業利益 53 ＋55 － ＋41 △0 ＋14 － △2

 電子楽器事業 6 ＋18 － ＋13 － ＋4 － △11

 コンピュータ周辺機器事業 46 ＋37 ＋412.9% ＋28 △0 ＋9 ＋109.3% 9

  US$ 97 ＋17 ＋21.8% － － － － 79

  EUR 127 ＋26 ＋25.2% － － － － 102

セグメント別売上高

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) 影響 (B)

 電子楽器 116 ＋7 ＋6.7% ＋15 － △7 △7.3% 109

 ギター関連電子楽器 56 △1 △1.9% ＋7 － △8 △15.4% 57

 家庭用電子楽器 80 ＋5 ＋8.0% ＋9 － △3 △4.7% 74

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 39 ＋5 ＋16.4% ＋4 － ＋0 ＋2.3% 33

 その他 17 △1 △6.9% ＋1 － △2 △13.4% 18

電子楽器事業　計 310 ＋16 ＋5.6% ＋38 － △22 △7.5% 293

コンピュータ周辺機器事業 304 ＋68 ＋28.8% ＋41 ＋4 ＋21 ＋9.1% 236

合計 614 ＋84 ＋16.0% ＋80 ＋4 △0 △0.1% 530

 日　本 62 △5 △8.4% － － △5 △8.4% 68

 北　米 85 ＋5 ＋7.2% ＋15 － △9 △11.7% 80

 欧　州 98 ＋9 ＋10.2% ＋17 － △8 △9.2% 89

 その他 63 ＋7 ＋13.0% ＋6 － ＋1 ＋2.1% 55

電子楽器事業　計 310 ＋16 ＋5.6% ＋38 － △22 △7.5% 293

 日　本 32 ＋2 ＋6.8% － － ＋2 ＋6.8% 30

 北　米 85 ＋23 ＋38.9% ＋15 － ＋8 ＋13.9% 61

 欧　州 102 ＋28 ＋38.4% ＋19 － ＋8 ＋11.5% 73

 その他 84 ＋13 ＋19.5% ＋6 ＋4 ＋2 ＋3.4% 71

コンピュータ周辺機器事業　計 304 ＋68 ＋28.8% ＋41 ＋4 ＋21 ＋9.1% 236

合計 614 ＋84 ＋16.0% ＋80 ＋4 △0 △0.1% 530

（※）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）

2014年3月期 第3四半期累計実績

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

2014年3月期 第3四半期累計実績

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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