
２０１３年３月期 通期 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 72,310 ＋310 ＋0.4% △2,515 △3.4% 72,000 74,825

 電子楽器事業 39,889 ＋89 ＋0.2% △2,425 △5.7% 39,800 42,314

 コンピュータ周辺機器事業 32,420 ＋220 ＋0.7% △90 △0.3% 32,200 32,510

  営業利益 △451 ＋348 － △1,323 － △800 872

 電子楽器事業 △2,094 ＋205 － △1,058 － △2,300 △1,036

 コンピュータ周辺機器事業 1,643 ＋143 ＋9.6% △265 △13.9% 1,500 1,908

  経常利益 △754 ＋345 － △891 － △1,100 136

  当期純利益 △4,066 △66 － △2,135 － △4,000 △1,930

（注）当期予想は、2013年2月8日公表の修正予想。

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 14,839 ＋9 ＋0.1% △619 △4.0% 14,830 15,458

 ギター関連電子楽器 7,905 ＋75 ＋1.0% △925 △10.5% 7,830 8,830

 家庭用電子楽器 10,171 △38 △0.4% △473 △4.5% 10,210 10,645

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 4,552 △17 △0.4% △659 △12.7% 4,570 5,211

 その他 2,420 ＋60 ＋2.6% ＋252 ＋11.6% 2,360 2,168

電子楽器事業　計 39,889 ＋89 ＋0.2% △2,425 △5.7% 39,800 42,314

コンピュータ周辺機器事業 32,420 ＋220 ＋0.7% △90 △0.3% 32,200 32,510

合計 72,310 ＋310 ＋0.4% △2,515 △3.4% 72,000 74,825

 日　本 9,009 △190 △2.1% △208 △2.3% 9,200 9,217

 北　米 10,717 ＋117 ＋1.1% △928 △8.0% 10,600 11,645

 欧　州 12,523 ＋23 ＋0.2% △1,655 △11.7% 12,500 14,179

 その他 7,639 ＋139 ＋1.9% ＋367 ＋5.1% 7,500 7,272

電子楽器事業　計 39,889 ＋89 ＋0.2% △2,425 △5.7% 39,800 42,314

 日　本 4,232 ＋32 ＋0.8% ＋163 ＋4.0% 4,200 4,069

 北　米 8,412 ＋12 ＋0.2% ＋753 ＋9.8% 8,400 7,659

 欧　州 10,339 △60 △0.6% △481 △4.5% 10,400 10,820

 その他 9,435 ＋235 ＋2.6% △524 △5.3% 9,200 9,960

コンピュータ周辺機器事業　計 32,420 ＋220 ＋0.7% △90 △0.3% 32,200 32,510

合計 72,310 ＋310 ＋0.4% △2,515 △3.4% 72,000 74,825

（※）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 通期実績

２０１３年３月期 通期実績

区　　　　分

セグメント

◇ コンピュータ周辺機器事業
　  日本や北米で前期に投入したプリンターの新製品が好調に推移する一方、景気低迷の続く欧州や販売体制の見直し
　　を図る韓国、市場競争が激化する中国等で伸び悩む。営業利益は円高や販管費の増加により減益。

◇ 連結業績
　  終ネットは、電子楽器事業の事業構造改革費用の計上や税費用等により40億円の純損失。

◇ 電子楽器事業
    電子ドラムや自動伴奏機能付きキーボード等の新製品が売上に貢献するものの、既存製品の販売が減少。
　　アジアが着実に伸張する一方、日本、北米、欧州等の 主要市場が販売減。円高の影響もあり減収、営業損失拡大。

　　　5月8日に掲示した内容（4ページの数値の一部：黄色いセルの部分）に誤りがありましたので、
　　　5月10日に再掲示いたしました。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
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２０１３年３月期 通期 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 723 △25 △3.4% △21 △0 △3 △0.4% 748

 電子楽器事業 398 △24 △5.7% △10 － △13 △3.2% 423

 コンピュータ周辺機器事業 324 △0 △0.3% △11 △0 ＋10 ＋3.3% 325

  営業利益 △4 △13 － △12 △3 ＋2 ＋32.0% 8

 電子楽器事業 △20 △10 － △4 － △6 － △10

 コンピュータ周辺機器事業 16 △2 △13.9% △8 △3 ＋8 ＋47.0% 19

  US$ 80 △0 △0.0% － － － － 80

  EUR 103 △8 △7.6% － － － － 111

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 148 △6 △4.0% △4 － △2 △1.4% 154

 ギター関連電子楽器 79 △9 △10.5% △2 － △6 △7.7% 88

 家庭用電子楽器 101 △4 △4.5% △2 － △1 △1.8% 106

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 45 △6 △12.7% △0 － △5 △10.9% 52

 その他 24 ＋2 ＋11.6% △0 － ＋2 ＋13.2% 21

電子楽器事業　計 398 △24 △5.7% △10 － △13 △3.2% 423

コンピュータ周辺機器事業 324 △0 △0.3% △11 △0 ＋10 ＋3.3% 325

合計 723 △25 △3.4% △21 △0 △3 △0.4% 748

 日　本 90 △2 △2.3% － － △2 △2.3% 92

 北　米 107 △9 △8.0% △0 － △8 △7.7% 116

 欧　州 125 △16 △11.7% △7 － △9 △6.4% 141

 その他 76 ＋3 ＋5.1% △2 － ＋6 ＋8.8% 72

電子楽器事業　計 398 △24 △5.7% △10 － △13 △3.2% 423

 日　本 42 ＋1 ＋4.0% － － ＋1 ＋4.0% 40

 北　米 84 ＋7 ＋9.8% ＋0 － ＋7 ＋9.7% 76

 欧　州 103 △4 △4.5% △6 － ＋2 ＋2.0% 108

 その他 94 △5 △5.3% △4 △0 △0 △0.6% 99

コンピュータ周辺機器事業　計 324 △0 △0.3% △11 △0 ＋10 ＋3.3% 325

合計 723 △25 △3.4% △21 △0 △3 △0.4% 748

（※）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 通期実績

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 通期実績

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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２０１４年３月期 通期 連結業績予想

経営成績 （単位：百万円）

前期実績

金　　　額 金　　　額

  売上高 81,200 ＋8,889 ＋12.3% 72,310

 電子楽器事業 42,500 ＋2,610 ＋6.5% 39,889

 コンピュータ周辺機器事業 38,700 ＋6,279 ＋19.4% 32,420

  営業利益 3,500 ＋3,951 － △451

 電子楽器事業 △500 ＋1,594 － △2,094

 コンピュータ周辺機器事業 4,000 ＋2,356 ＋143.4% 1,643

  経常利益 3,100 ＋3,854 － △754

  当期純利益 0 ＋4,066 － △4,066

セグメント別売上高 （単位：百万円）

前期実績

金額 金　　　額

 電子楽器 15,080 ＋240 ＋1.6% 14,839

 ギター関連電子楽器 8,410 ＋504 ＋6.4% 7,905

 家庭用電子楽器 11,700 ＋1,528 ＋15.0% 10,171

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 4,850 ＋297 ＋6.5% 4,552

 その他 2,460 ＋39 ＋1.6% 2,420

電子楽器事業　計 42,500 ＋2,610 ＋6.5% 39,889

コンピュータ周辺機器事業 38,700 ＋6,279 ＋19.4% 32,420

合計 81,200 ＋8,889 ＋12.3% 72,310

 日　本 9,000 △9 △0.1% 9,009

 北　米 11,600 ＋882 ＋8.2% 10,717

 欧　州 13,600 ＋1,076 ＋8.6% 12,523

 その他 8,300 ＋660 ＋8.6% 7,639

電子楽器事業　計 42,500 ＋2,610 ＋6.5% 39,889

 日　本 4,500 ＋267 ＋6.3% 4,232

 北　米 10,400 ＋1,987 ＋23.6% 8,412

 欧　州 11,600 ＋1,260 ＋12.2% 10,339

 その他 12,200 ＋2,764 ＋29.3% 9,435

コンピュータ周辺機器事業　計 38,700 ＋6,279 ＋19.4% 32,420

合計 81,200 ＋8,889 ＋12.3% 72,310

（※）　「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。

２０１４年３月期 通期予想

区　　　　分

セグメント

２０１４年３月期 通期予想

対前期比

対前期比

◇ コンピュータ周辺機器事業
　  積極的な営業展開をはじめ、適切な在庫水準の維持、生産効率の向上およびコストダウンを推進。為替効果も加
    わり、増収、増益を予想。

◇ 連結業績
　  前期40億66百万円の純損失に対し、2014年3月期の 終ネットは、経常利益31億円から税費用や少数株主持分
　　利益を差し引きブレーク･イーブンを予想。

◇ 電子楽器事業
    為替影響により前期比増収。さらに事業構造改革の効果もあり赤字幅減少。実質的な売上は、日本やその他
　　地域がほぼ前年並みを見込む一方、北米や欧州の主要市場で回復の足取りが重く減収を見込む。
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２０１４年３月期 通期 連結業績予想（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 812 ＋88 ＋12.3% ＋76 ＋3 ＋9 ＋1.3% 723

 電子楽器事業 425 ＋26 ＋6.5% ＋37 － △11 △2.9% 398

 コンピュータ周辺機器事業 387 ＋62 ＋19.4% ＋38 ＋3 ＋20 ＋6.4% 324

  営業利益 35 ＋39 － ＋38 △0 ＋2 － △4

 電子楽器事業 △5 ＋15 － ＋11 － ＋4 － △20

 コンピュータ周辺機器事業 40 ＋23 ＋143.4% ＋26 △0 △2 △14.8% 16

  US$ 90 ＋10 ＋12.8% － － － － 80

  EUR 120 ＋17 ＋16.9% － － － － 103

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 150 ＋2 ＋1.6% ＋14 － △11 △7.9% 148

 ギター関連電子楽器 84 ＋5 ＋6.4% ＋8 － △3 △4.2% 79

 家庭用電子楽器 117 ＋15 ＋15.0% ＋9 － ＋5 ＋5.3% 101

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 48 ＋2 ＋6.5% ＋3 － △0 △2.1% 45

 その他 24 ＋0 ＋1.6% ＋1 － △0 △3.4% 24

電子楽器事業　計 425 ＋26 ＋6.5% ＋37 － △11 △2.9% 398

コンピュータ周辺機器事業 387 ＋62 ＋19.4% ＋38 ＋3 ＋20 ＋6.4% 324

合計 812 ＋88 ＋12.3% ＋76 ＋3 ＋9 ＋1.3% 723

 日　本 90 △0 △0.1% － － △0 △0.1% 90

 北　米 116 ＋8 ＋8.2% ＋13 － △4 △4.5% 107

 欧　州 136 ＋10 ＋8.6% ＋17 － △6 △5.1% 125

 その他 83 ＋6 ＋8.6% ＋6 － 0 0.0% 76

電子楽器事業　計 425 ＋26 ＋6.5% ＋37 － △11 △2.9% 398

 日　本 45 ＋2 ＋6.3% － － ＋2 ＋6.3% 42

 北　米 104 ＋19 ＋23.6% ＋12 － ＋7 ＋9.0% 84

 欧　州 116 ＋12 ＋12.2% ＋16 － △3 △3.5% 103

 その他 122 ＋27 ＋29.3% ＋10 ＋3 ＋13 ＋14.8% 94

コンピュータ周辺機器事業　計 387 ＋62 ＋19.4% ＋38 ＋3 ＋20 ＋6.4% 324

合計 812 ＋88 ＋12.3% ＋76 ＋3 ＋9 ＋1.3% 723

（※）　「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。

区　　　分

為替レート

セグメント

金　　　額
(A),(B)除く

実質対前期比

２０１４年３月期 通期予想

金　　　額
実質対前期比

（単位：億円）

（単位：億円）

２０１４年３月期 通期予想

金　　　額 対前期比
(A),(B)除く

金　　　額対前期比
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配当の状況

配当推移

２０１４年３月期予想 ２０１３年３月期予定 ２０１２年３月期実績

連結 0円00銭 △170円95銭 △81円16銭

単体 26円33銭 △120円38銭 △180円05銭

15円00銭 12円50銭 20円00銭

連結 － － －

単体 57.0% － －
配当性向

1株当たり年間配当金

1株当たり
当期純利益

◇ 2013年3月期の期末配当金は、利益還元の基本方針に基づいて、安定配当を重視し、予想通り1株当たり
　　5円とし、実施済みの中間配当金とあわせて、年間では1株当たり12円50銭を予定。

◇2014年3月期の年間配当金は、業績改善が見込めることから、対前期2円50銭増配の1株当たり15円を予想。
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