
２０１４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 18,725 ＋125 ＋0.7% ＋727 ＋4.0% 18,600 17,997

 電子楽器事業 9,853 △46 △0.5% △304 △3.0% 9,900 10,158

 コンピュータ周辺機器事業 8,871 ＋171 ＋2.0% ＋1,032 ＋13.2% 8,700 7,838

  営業利益 945 ＋245 ＋35.1% ＋1,079 － 700 △134

 電子楽器事業 89 ＋289 － ＋249 － △200 △159

 コンピュータ周辺機器事業 856 △43 △4.9% ＋830 ＋3,253.5% 900 25

  経常利益 1,006 ＋306 ＋43.8% ＋1,241 － 700 △235

  四半期純利益 226 ＋326 － ＋191 ＋544.5% △100 35

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 3,725 ＋75 ＋2.1% ＋165 ＋4.7% 3,650 3,559

 ギター関連電子楽器 1,891 △98 △5.0% △171 △8.3% 1,990 2,062

 家庭用電子楽器 2,440 ＋40 ＋1.7% △379 △13.5% 2,400 2,820

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 1,227 △22 △1.8% ＋65 ＋5.6% 1,250 1,161

 その他 569 △40 △6.6% ＋14 ＋2.7% 610 554

電子楽器事業　計 9,853 △46 △0.5% △304 △3.0% 9,900 10,158

コンピュータ周辺機器事業 8,871 ＋171 ＋2.0% ＋1,032 ＋13.2% 8,700 7,838

合計 18,725 ＋125 ＋0.7% ＋727 ＋4.0% 18,600 17,997

 日　本 2,098 △101 △4.6% △279 △11.7% 2,200 2,377

 北　米 2,813 △86 △3.0% ＋18 ＋0.7% 2,900 2,794

 欧　州 3,029 ＋29 ＋1.0% △197 △6.1% 3,000 3,226

 その他 1,912 ＋112 ＋6.3% ＋153 ＋8.7% 1,800 1,759

電子楽器事業　計 9,853 △46 △0.5% △304 △3.0% 9,900 10,158

 日　本 977 △22 △2.3% ＋58 ＋6.4% 1,000 918

 北　米 2,515 ＋115 ＋4.8% ＋549 ＋27.9% 2,400 1,966

 欧　州 3,092 ＋192 ＋6.6% ＋427 ＋16.1% 2,900 2,664

 その他 2,285 △114 △4.8% △3 △0.1% 2,400 2,288

コンピュータ周辺機器事業　計 8,871 ＋171 ＋2.0% ＋1,032 ＋13.2% 8,700 7,838

合計 18,725 ＋125 ＋0.7% ＋727 ＋4.0% 18,600 17,997

（※）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

２０１４年３月期 第１四半期実績

２０１４年３月期 第１四半期実績

区　　　　分

セグメント

◇ 連結業績　～　増収・増益
　 終損益は、経常利益10億円から税費用4億円および少数株主への利益振替3億円等を差し引き、2億円の純
　 利益を計上。

◇ 電子楽器事業　～　減収・増益
   日本、北米、欧州の主力市場で需要低迷が続く中、家庭用電子楽器やギター関連電子楽器が競争激化により
　 販売減。一方で営業利益は、前期実施した事業構造改革に加え、円安効果もあり黒字化。

◇ コンピュータ周辺機器事業　～　増収・増益
　 北米や日本で前期投入のプリンターやデンタル加工機が好調。欧州も円安効果で増収。アジアでは中国が水
　 性インク対応のプリンターにより好調なるも韓国やASEANは販売体制見直しにより販売減。
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２０１４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 187 ＋7 ＋4.0% ＋18 △1 △9 △5.3% 179

 電子楽器事業 98 △3 △3.0% ＋9 － △12 △12.2% 101

 コンピュータ周辺機器事業 88 ＋10 ＋13.2% ＋9 △1 ＋2 ＋3.7% 78

  営業利益 9 ＋10 － ＋8 △0 ＋3 － △1

 電子楽器事業 0 ＋2 － ＋2 － ＋0 － △1

 コンピュータ周辺機器事業 8 ＋8 ＋3,253.5% ＋6 △0 ＋2 ＋1,070.8% 0

  US$ 92 ＋13 ＋16.6% － － － － 79

  EUR 122 ＋18 ＋17.4% － － － － 104

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 37 ＋1 ＋4.7% ＋3 － △2 △5.8% 35

 ギター関連電子楽器 18 △1 △8.3% ＋2 － △3 △18.1% 20

 家庭用電子楽器 24 △3 △13.5% ＋2 － △5 △20.9% 28

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 12 ＋0 ＋5.6% ＋1 － △0 △4.2% 11

 その他 5 ＋0 ＋2.7% ＋0 － △0 △3.6% 5

電子楽器事業　計 98 △3 △3.0% ＋9 － △12 △12.2% 101

コンピュータ周辺機器事業 88 ＋10 ＋13.2% ＋9 △1 ＋2 ＋3.7% 78

合計 187 ＋7 ＋4.0% ＋18 △1 △9 △5.3% 179

 日　本 20 △2 △11.7% － － △2 △11.7% 23

 北　米 28 ＋0 ＋0.7% ＋3 － △3 △13.5% 27

 欧　州 30 △1 △6.1% ＋3 － △5 △18.5% 32

 その他 19 ＋1 ＋8.7% ＋1 － ＋0 ＋0.9% 17

電子楽器事業　計 98 △3 △3.0% ＋9 － △12 △12.2% 101

 日　本 9 ＋0 ＋6.4% － － ＋0 ＋6.4% 9

 北　米 25 ＋5 ＋27.9% ＋3 － ＋1 ＋9.8% 19

 欧　州 30 ＋4 ＋16.1% ＋4 － △0 △0.7% 26

 その他 22 △0 △0.1% ＋1 △1 ＋0 ＋2.6% 22

コンピュータ周辺機器事業　計 88 ＋10 ＋13.2% ＋9 △1 ＋2 ＋3.7% 78

合計 187 ＋7 ＋4.0% ＋18 △1 △9 △5.3% 179

（※）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

２０１４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

2/2


