
２０１２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 55,369 △630 △1.1% △2,650 △4.6% 56,000 58,020

電子楽器事業 31,227 △372 △1.2% △2,641 △7.8% 31,600 33,869

コンピュータ周辺機器事業 24,141 △258 △1.1% △9 △0.0% 24,400 24,150

営業利益 510 ＋110 ＋27.7% △1,291 △71.7% 400 1,802

電子楽器事業 △756 ＋43 － △387 － △800 △369

コンピュータ周辺機器事業 1,267 ＋67 ＋5.7% △904 △41.6% 1,200 2,171

経常利益 △38 ＋161 － △611 － △200 572

四半期純利益 268 ＋168 ＋168.2% ＋1,097 － 100 △828

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 11,586 △133 △1.1% △1,394 △10.7% 11,720 12,981

ギター関連電子楽器 6,382 △7 △0.1% △286 △4.3% 6,390 6,668

家庭用電子楽器 7,752 △287 △3.6% △97 △1.2% 8,040 7,849

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 3,871 ＋31 ＋0.8% △502 △11.5% 3,840 4,374

その他 1,634 ＋24 ＋1.5% △360 △18.1% 1,610 1,994

電子楽器事業 計 31,227 △372 △1.2% △2,641 △7.8% 31,600 33,869

コンピュータ周辺機器事業 24,141 △258 △1.1% △9 △0.0% 24,400 24,150

合計 55,369 △630 △1.1% △2,650 △4.6% 56,000 58,020

日 本 6,829 △270 △3.8% △717 △9.5% 7,100 7,546

北 米 8,686 △13 △0.2% △1,198 △12.1% 8,700 9,885

欧 州 10,360 ＋60 ＋0.6% △1,009 △8.9% 10,300 11,370

その他 5,351 △148 △2.7% ＋284 ＋5.6% 5,500 5,066

電子楽器事業 計 31,227 △372 △1.2% △2,641 △7.8% 31,600 33,869

日 本 2,865 △34 △1.2% ＋134 ＋4.9% 2,900 2,731

北 米 5,708 ＋8 ＋0.1% △59 △1.0% 5,700 5,767

欧 州 7,989 △10 △0.1% △83 △1.0% 8,000 8,072

その他 7,578 △221 △2.8% △0 △0.0% 7,800 7,579

コンピュータ周辺機器事業 計 24,141 △258 △1.1% △9 △0.0% 24,400 24,150

合計 55,369 △630 △1.1% △2,650 △4.6% 56,000 58,020

（※）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 第３四半期累計実績

2012年3月期 第３四半期累計実績

区 分

セグメント

◇ 連結業績
最終利益は、連結子会社の吸収合併に伴う繰延税金資産の計上等により2億円の純利益。

◇ 電子楽器事業
日本、北米、欧州では、個人消費の低迷により、シンセサイザーや電子ドラム等の高価格帯を
中心に販売が低調に推移。中国やブラジル等の新興市場は着実に成長。
第3四半期では震災影響の解消により稼働率が改善、第2四半期までの赤字幅は縮小。

◇ コンピュータ周辺機器事業
UVプリンターやコンパクトなプリンター新製品の販売が日本、北米、欧州にて堅調に推移。
アジアは、第1四半期に中国向け出荷抑制したこと等により販売減少。
円高による原価率悪化や販売費及び一般管理費の増加により減益。
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２０１２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) (B)

売上高 553 △26 △4.6% △24 ＋5 △7 △1.4% 580

電子楽器事業 312 △26 △7.8% △13 ＋1 △14 △4.3% 338

コンピュータ周辺機器事業 241 △0 △0.0% △10 ＋3 ＋6 ＋2.8% 241

営業利益 5 △12 △71.7% △10 ＋0 △2 △14.9% 18

電子楽器事業 △7 △3 － △2 ＋0 △1 － △3

コンピュータ周辺機器事業 12 △9 △41.6% △8 ＋0 △1 △4.8% 21

US$ 81 △9 △10.0% － － － － 90

EUR 113 △5 △4.2% － － － － 118

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 115 △13 △10.7% △5 ＋1 △9 △7.5% 129

ギター関連電子楽器 63 △2 △4.3% △3 ＋0 ＋0 ＋0.4% 66

家庭用電子楽器 77 △0 △1.2% △2 ＋0 ＋1 ＋2.0% 78

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 38 △5 △11.5% △1 ＋0 △3 △8.4% 43

その他 16 △3 △18.1% △0 △0 △3 △16.3% 19

電子楽器事業 計 312 △26 △7.8% △13 ＋1 △14 △4.3% 338

コンピュータ周辺機器事業 241 △0 △0.0% △10 ＋3 ＋6 ＋2.8% 241

合計 553 △26 △4.6% △24 ＋5 △7 △1.4% 580

日 本 68 △7 △9.5% － － △7 △9.5% 75

北 米 86 △11 △12.1% △8 － △3 △3.3% 98

欧 州 103 △10 △8.9% △4 － △5 △5.0% 113

その他 53 ＋2 ＋5.6% △0 ＋1 ＋1 ＋2.8% 50

電子楽器事業 計 312 △26 △7.8% △13 ＋1 △14 △4.3% 338

日 本 28 ＋1 ＋4.9% － － ＋1 ＋4.9% 27

北 米 57 △0 △1.0% △6 － ＋5 ＋9.9% 57

欧 州 79 △0 △1.0% △3 － ＋2 ＋3.0% 80

その他 75 △0 △0.0% △1 ＋3 △2 △3.4% 75

コンピュータ周辺機器事業 計 241 △0 △0.0% △10 ＋3 ＋6 ＋2.8% 241

合計 553 △26 △4.6% △24 ＋5 △7 △1.4% 580

（※）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 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

2012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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