
２０１５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 21,687 ＋787 ＋3.8% ＋2,962 ＋15.8% 20,900 18,725

電子楽器事業 11,052 ＋52 ＋0.5% ＋1,198 ＋12.2% 11,000 9,853

コンピュータ周辺機器事業 10,634 ＋734 ＋7.4% ＋1,763 ＋19.9% 9,900 8,871

営業利益 3,109 ＋709 ＋29.5% ＋2,163 ＋228.8% 2,400 945

電子楽器事業 917 ＋517 ＋129.3% ＋827 ＋925.9% 400 89

コンピュータ周辺機器事業 2,191 ＋191 ＋9.6% ＋1,335 ＋156.0% 2,000 856

経常利益 2,871 ＋571 ＋24.8% ＋1,864 ＋185.3% 2,300 1,006

四半期純利益 1,501 ＋501 ＋50.1% ＋1,274 ＋562.6% 1,000 226

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 4,703 ＋263 ＋5.9% ＋977 ＋26.3% 4,440 3,725

ギター関連電子楽器 2,004 ＋44 ＋2.3% ＋113 ＋6.0% 1,960 1,891

家庭用電子楽器 2,707 △142 △5.0% ＋267 ＋11.0% 2,850 2,440

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 1,130 △39 △3.4% △97 △7.9% 1,170 1,227

その他 506 △73 △12.7% △63 △11.1% 580 569

電子楽器事業 計 11,052 ＋52 ＋0.5% ＋1,198 ＋12.2% 11,000 9,853

コンピュータ周辺機器事業 10,634 ＋734 ＋7.4% ＋1,763 ＋19.9% 9,900 8,871

合計 21,687 ＋787 ＋3.8% ＋2,962 ＋15.8% 20,900 18,725

日 本 1,797 △252 △12.3% △300 △14.3% 2,050 2,098

北 米 3,237 △12 △0.4% ＋424 ＋15.1% 3,250 2,813

欧 州 4,030 ＋370 ＋10.1% ＋1,000 ＋33.0% 3,660 3,029

その他 1,986 △53 △2.6% ＋73 ＋3.8% 2,040 1,912

電子楽器事業 計 11,052 ＋52 ＋0.5% ＋1,198 ＋12.2% 11,000 9,853

コンピュータ周辺機器事業 10,634 ＋734 ＋7.4% ＋1,763 ＋19.9% 9,900 8,871

合計 21,687 ＋787 ＋3.8% ＋2,962 ＋15.8% 20,900 18,725

（※）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
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対予想比 対前期比

２０１５年３月期 第１四半期実績

◇ 連結業績
最終損益は、経常利益28億円から、税費用5億円及び少数株主への利益振替8億円等を差し引き、15億円
の四半期純利益を計上。

◇ 電子楽器事業
北米や欧州では、一部の地域で販売減となるものの、景気回復を背景として復調の兆し。日本では、消
費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動等により大幅減収。営業利益は、増収や生産増による原価率
の改善等により増加。

◇ コンピュータ周辺機器事業
日本では、デンタル加工機が好調に推移。北米や欧州では、プリンターやデンタル加工機が堅調に推移
したことに加え、円安の影響等もあり増収。営業利益は、販売費及び一般管理費は増加したものの、原
価率の大幅な改善等により増加。
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２０１５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

影響 (A)

売上高 216 ＋29 ＋15.8% ＋17 ＋11 ＋6.4% 187

電子楽器事業 110 ＋11 ＋12.2% ＋8 ＋3 ＋3.2% 98

コンピュータ周辺機器事業 106 ＋17 ＋19.9% ＋8 ＋8 ＋9.9% 88

営業利益 31 ＋21 ＋228.8% ＋7 ＋14 ＋148.4% 9

電子楽器事業 9 ＋8 ＋925.9% ＋1 ＋6 ＋723.0% 0

コンピュータ周辺機器事業 21 ＋13 ＋156.0% ＋5 ＋7 ＋88.4% 8

US$ 103 ＋10 ＋11.2% － － － 92

EUR 141 ＋19 ＋15.3% － － － 122

セグメント別売上高

前期実績

為替変動

影響 (A)

電子楽器 47 ＋9 ＋26.3% ＋3 ＋5 ＋15.6% 37

ギター関連電子楽器 20 ＋1 ＋6.0% ＋1 △0 △2.8% 18

家庭用電子楽器 27 ＋2 ＋11.0% ＋2 ＋0 ＋2.1% 24

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 11 △0 △7.9% ＋0 △1 △14.8% 12

その他 5 △0 △11.1% ＋0 △0 △14.5% 5

電子楽器事業 計 110 ＋11 ＋12.2% ＋8 ＋3 ＋3.2% 98

コンピュータ周辺機器事業 106 ＋17 ＋19.9% ＋8 ＋8 ＋9.9% 88

合計 216 ＋29 ＋15.8% ＋17 ＋11 ＋6.4% 187

日 本 17 △3 △14.3% － △3 △14.3% 20

北 米 32 ＋4 ＋15.1% ＋2 ＋1 ＋4.8% 28

欧 州 40 ＋10 ＋33.0% ＋5 ＋4 ＋15.1% 30

その他 19 ＋0 ＋3.8% ＋0 ＋0 ＋1.0% 19

電子楽器事業 計 110 ＋11 ＋12.2% ＋8 ＋3 ＋3.2% 98

日 本 10 ＋0 ＋7.8% － ＋0 ＋7.8% 9

北 米 27 ＋1 ＋7.5% ＋2 △0 △3.3% 25

欧 州 43 ＋12 ＋41.1% ＋5 ＋6 ＋21.8% 30

その他 25 ＋2 ＋10.0% ＋0 ＋2 ＋9.2% 22

コンピュータ周辺機器事業 計 106 ＋17 ＋19.9% ＋8 ＋8 ＋9.9% 88

合計 216 ＋29 ＋15.8% ＋17 ＋11 ＋6.4% 187

（※）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。

２０１５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

（単位：億円）

（単位：億円）

２０１５年３月期 第１四半期実績

金 額 対前期比
(A)除く

金 額対前期比
(A)除く

実質対前期比

2/2


