
２０１２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 74,825 △2,474 △3.2% △3,444 △4.4% 77,300 78,270

電子楽器事業 42,314 △885 △2.0% △3,500 △7.6% 43,200 45,815

コンピュータ周辺機器事業 32,510 △1,589 △4.7% ＋56 ＋0.2% 34,100 32,454

営業利益 872 △527 △37.7% △1,398 △61.6% 1,400 2,270

電子楽器事業 △1,036 △236 － △907 － △800 △128

コンピュータ周辺機器事業 1,908 △291 △13.2% △490 △20.4% 2,200 2,398

経常利益 136 △563 △80.5% △772 △85.0% 700 909

当期純利益 △1,930 △2,130 － △1,235 － 200 △694

（注）当期予想は、2011年12月22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 15,458 △731 △4.5% △1,988 △11.4% 16,190 17,447

ギター関連電子楽器 8,830 ＋180 ＋2.1% △256 △2.8% 8,650 9,087

家庭用電子楽器 10,645 △364 △3.3% △159 △1.5% 11,010 10,804

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 5,211 △48 △0.9% △684 △11.6% 5,260 5,896

その他 2,168 ＋78 ＋3.8% △412 △16.0% 2,090 2,580

電子楽器事業 計 42,314 △885 △2.0% △3,500 △7.6% 43,200 45,815

コンピュータ周辺機器事業 32,510 △1,589 △4.7% ＋56 ＋0.2% 34,100 32,454

合計 74,825 △2,474 △3.2% △3,444 △4.4% 77,300 78,270

日 本 9,217 △382 △4.0% △667 △6.8% 9,600 9,885

北 米 11,645 △54 △0.5% △1,459 △11.1% 11,700 13,104

欧 州 14,179 △220 △1.5% △1,699 △10.7% 14,400 15,879

その他 7,272 △227 △3.0% ＋326 ＋4.7% 7,500 6,945

電子楽器事業 計 42,314 △885 △2.0% △3,500 △7.6% 43,200 45,815

日 本 4,069 ＋169 ＋4.4% ＋213 ＋5.5% 3,900 3,856

北 米 7,659 △340 △4.3% △142 △1.8% 8,000 7,802

欧 州 10,820 △679 △5.9% △128 △1.2% 11,500 10,949

その他 9,960 △739 △6.9% ＋114 ＋1.2% 10,700 9,845

コンピュータ周辺機器事業 計 32,510 △1,589 △4.7% ＋56 ＋0.2% 34,100 32,454

合計 74,825 △2,474 △3.2% △3,444 △4.4% 77,300 78,270

（※）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

２０１２年３月期 通期実績

２０１２年３月期 通期実績

区 分

セグメント

◇ 連結業績
最終ネットは、繰延税金資産の取崩しにより19億円の純損失。

◇ 電子楽器事業
中国、ブラジル、ロシア等の新興国市場は着実に成長するも、日本、北米、欧州の主要市場において、
シンセサイザーや電子ドラムで高価格帯の既存製品が伸び悩み、減収。円高の影響もあり営業損失計上。

◇ コンピュータ周辺機器事業
プリンターの新製品が好調で日本は前期を上回り北米や欧州も底堅いが、アジアは現地メーカーとの
競争激化等により伸び悩む。売上高は前期並みも、営業利益は円高や販管費の増加により減益。
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２０１２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 748 △34 △4.4% △34 ＋8 △9 △1.2% 782

電子楽器事業 423 △35 △7.6% △19 ＋2 △18 △4.1% 458

コンピュータ周辺機器事業 325 ＋0 ＋0.2% △15 ＋5 ＋9 ＋3.0% 324

営業利益 8 △13 △61.6% △15 ＋0 ＋1 ＋4.4% 22

電子楽器事業 △10 △9 － △4 ＋0 △5 － △1

コンピュータ周辺機器事業 19 △4 △20.4% △11 ＋0 ＋6 ＋25.4% 23

US$ 80 △8 △9.1% － － － － 88

EUR 111 △5 △4.5% － － － － 116

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 154 △19 △11.4% △7 ＋1 △14 △8.2% 174

ギター関連電子楽器 88 △2 △2.8% △4 ＋0 ＋1 ＋2.0% 90

家庭用電子楽器 106 △1 △1.5% △4 ＋0 ＋2 ＋2.1% 108

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 52 △6 △11.6% △2 ＋0 △4 △8.1% 58

その他 21 △4 △16.0% △0 △0 △3 △14.1% 25

電子楽器事業 計 423 △35 △7.6% △19 ＋2 △18 △4.1% 458

コンピュータ周辺機器事業 325 ＋0 ＋0.2% △15 ＋5 ＋9 ＋3.0% 324

合計 748 △34 △4.4% △34 ＋8 △9 △1.2% 782

日 本 92 △6 △6.8% － － △6 △6.8% 98

北 米 116 △14 △11.1% △10 － △3 △2.9% 131

欧 州 141 △16 △10.7% △7 － △9 △6.2% 158

その他 72 ＋3 ＋4.7% △1 ＋2 ＋1 ＋2.3% 69

電子楽器事業 計 423 △35 △7.6% △19 ＋2 △18 △4.1% 458

日 本 40 ＋2 ＋5.5% － － ＋2 ＋5.5% 38

北 米 76 △1 △1.8% △7 － ＋6 ＋7.9% 78

欧 州 108 △1 △1.2% △5 － ＋4 ＋3.7% 109

その他 99 ＋1 ＋1.2% △2 ＋5 △2 △2.7% 98

コンピュータ周辺機器事業 計 325 ＋0 ＋0.2% △15 ＋5 ＋9 ＋3.0% 324

合計 748 △34 △4.4% △34 ＋8 △9 △1.2% 782

（※）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）

２０１２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

２０１２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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２０１３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 80,200 ＋5,374 ＋7.2% 74,825

電子楽器事業 45,000 ＋2,685 ＋6.3% 42,314

コンピュータ周辺機器事業 35,200 ＋2,689 ＋8.3% 32,510

営業利益 2,400 ＋1,527 ＋175.1% 872

電子楽器事業 400 ＋1,436 － △1,036

コンピュータ周辺機器事業 2,000 ＋91 ＋4.8% 1,908

経常利益 1,900 ＋1,763 ＋1,288.5% 136

当期純利益 100 ＋2,030 － △1,930

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 16,210 ＋751 ＋4.9% 15,458

ギター関連電子楽器 9,370 ＋539 ＋6.1% 8,830

家庭用電子楽器 11,720 ＋1,074 ＋10.1% 10,645

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 5,440 ＋228 ＋4.4% 5,211

その他 2,260 ＋91 ＋4.2% 2,168

電子楽器事業 計 45,000 ＋2,685 ＋6.3% 42,314

コンピュータ周辺機器事業 35,200 ＋2,689 ＋8.3% 32,510

合計 80,200 ＋5,374 ＋7.2% 74,825

日 本 10,400 ＋1,182 ＋12.8% 9,217

北 米 12,300 ＋654 ＋5.6% 11,645

欧 州 13,800 △379 △2.7% 14,179

その他 8,500 ＋1,227 ＋16.9% 7,272

電子楽器事業 計 45,000 ＋2,685 ＋6.3% 42,314

日 本 4,100 ＋30 ＋0.7% 4,069

北 米 8,500 ＋840 ＋11.0% 7,659

欧 州 11,300 ＋479 ＋4.4% 10,820

その他 11,300 ＋1,339 ＋13.5% 9,960

コンピュータ周辺機器事業 計 35,200 ＋2,689 ＋8.3% 32,510

合計 80,200 ＋5,374 ＋7.2% 74,825

（※） 「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。

２０１３年３月期 通期予想

対前期比

対前期比

２０１３年３月期 通期予想

区 分

セグメント

◇電子楽器事業
電子ピアノ、電子ドラム、ギター関連機器の新製品による販売増に加え、中国やブラジル等の新興国の
成長により増収、増益を予想。

◇コンピュータ周辺機器事業
北米、欧州、及びアジアや中南米等の新興国における販売増により増収、増益を予想。

◇電子楽器事業の営業利益、及び最終ネットは４期ぶりの黒字を予想。
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２０１３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 802 ＋53 ＋7.2% △16 － ＋70 ＋9.4% 748

電子楽器事業 450 ＋26 ＋6.3% △8 － ＋34 ＋8.3% 423

コンピュータ周辺機器事業 352 ＋26 ＋8.3% △8 － ＋35 ＋10.9% 325

営業利益 24 ＋15 ＋175.1% △10 △3 ＋29 ＋340.7% 8

電子楽器事業 4 ＋14 － △4 － ＋19 － △10

コンピュータ周辺機器事業 20 ＋0 ＋4.8% △5 △3 ＋10 ＋54.8% 19

US$ 80 ＋0 ＋0.2% － － － － 80

EUR 105 △6 △5.5% － － － － 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 162 ＋7 ＋4.9% △3 － ＋10 ＋6.8% 154

ギター関連電子楽器 93 ＋5 ＋6.1% △1 － ＋7 ＋8.2% 88

家庭用電子楽器 117 ＋10 ＋10.1% △2 － ＋13 ＋12.3% 106

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 54 ＋2 ＋4.4% △0 － ＋2 ＋5.7% 52

その他 22 ＋0 ＋4.2% △0 － ＋1 ＋5.3% 21

電子楽器事業 計 450 ＋26 ＋6.3% △8 － ＋34 ＋8.3% 423

コンピュータ周辺機器事業 352 ＋26 ＋8.3% △8 － ＋35 ＋10.9% 325

合計 802 ＋53 ＋7.2% △16 － ＋70 ＋9.4% 748

日 本 104 ＋11 ＋12.8% － － ＋11 ＋12.8% 92

北 米 123 ＋6 ＋5.6% ＋0 － ＋6 ＋5.6% 116

欧 州 138 △3 △2.7% △6 － ＋2 ＋1.9% 141

その他 85 ＋12 ＋16.9% △1 － ＋13 ＋19.1% 72

電子楽器事業 計 450 ＋26 ＋6.3% △8 － ＋34 ＋8.3% 423

日 本 41 ＋0 ＋0.7% － － ＋0 ＋0.7% 40

北 米 85 ＋8 ＋11.0% ＋0 － ＋8 ＋10.9% 76

欧 州 113 ＋4 ＋4.4% △6 － ＋11 ＋10.2% 108

その他 113 ＋13 ＋13.5% △2 － ＋15 ＋15.8% 99

コンピュータ周辺機器事業 計 352 ＋26 ＋8.3% △8 － ＋35 ＋10.9% 325

合計 802 ＋53 ＋7.2% △16 － ＋70 ＋9.4% 748

（※） 「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

２０１３年３月期 通期予想

金 額
実質対前期比

（単位：億円）

（単位：億円）

２０１３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

２０１３年３月期予想 ２０１２年３月期予定 ２０１１年３月期実績

連結 4円20銭 △81円16銭 △29円21銭

単体 19円85銭 △180円05銭 △4円61銭

15円00銭 20円00銭 25円00銭

連結 357.1% － －

単体 75.6% － －
配当性向

1株当たり年間配当金

1株当たり
当期純利益

◇ 2012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、1株当たり10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20円を予定。

◇ 2013年3月期の年間配当金は、リーマンショック以降の業績低迷からの回復に向け、必要な内部留保を
高めるべく、5円減配の1株当たり15円を予想。
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