
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有（証券アナリスト、機関投資家向け） 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

    22年3月期第2四半期末配当金の内訳     普通配当 5円00銭 特別配当10円00銭 

    22年3月期期末配当金の内訳         普通配当 2円50銭 特別配当10円00銭 

    23年3月期(予想)第2四半期末配当金の内訳  普通配当 5円00銭 

    23年3月期(予想)期末配当金の内訳      普通配当 5円00銭 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 
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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 90,914 △8.6 5,153 ― 4,856 ― 2,208 ―

22年3月期第1四半期 99,428 △19.3 236 △95.8 △497 ― △2,899 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年3月期第1四半期 11.20 ―

22年3月期第1四半期 △14.70 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第1四半期 382,032 239,790 62.1 1,202.03

22年3月期 402,152 254,591 62.6 1,276.35

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 237,080百万円 22年3月期 251,738百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 15.00 ― 12.50 27.50

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 190,000 △7.0 8,000 93.3 7,000 145.8 4,000 ― 20.28

通期 385,000 △7.2 10,000 46.5 7,500 52.7 4,000 ― 20.28



 

 
  （注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

・連結業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の連結

業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

・当四半期決算に関する定性的情報は、本日（平成22年7月30日）公表の「2011年3月期第1四半期連結業

績の概要と通期連結業績予想について」をご参照下さい。 

・平成23年3月期の連結業績予想については、本日（平成22年7月30日）公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.2「1.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (社名)         、除外  ―社 (社名)

  （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  （注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期1Ｑ 197,255,025株 22年3月期 197,255,025株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 22,768株 22年3月期 21,774株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 197,232,597株 22年3月期1Ｑ 197,236,587株

（※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

（※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）
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※ 決算説明会にて使用した資料等については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予

定です。 

  

○添付資料の目次
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該当事項はありません。 

  

簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、収益性の低下が

明らかな棚卸資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 原価差異の配賦方法 

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への

配賦を年度決算と比較して簡便的に主要製品別に実施する方法によっております。 

③ 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 
四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

20年３月31日 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成20年３月31日 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 

 なお、当該変更が当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成20年９月26日 企業会計基準第９号）を適用し、当社及び一部の国内連結子会社は、たな卸資産の

評価方法を後入先出法から総平均法に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ343百万円増加して

おります。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年

12月26日 企業会計基準第21号）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

20年12月26日 企業会計基準第22号）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計

基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第23号）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第７号）、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第16号）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。 

 なお、当該変更が当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

1. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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（表示方法の変更） 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第22

号）に基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示し

ております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 50,635 59,407

受取手形及び売掛金 46,458 48,911

有価証券 530 670

商品及び製品 48,244 48,087

仕掛品 14,749 12,496

原材料及び貯蔵品 10,055 8,935

その他 16,722 16,249

貸倒引当金 △1,436 △1,496

流動資産合計 185,959 193,260

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 40,587 42,158

機械装置及び運搬具（純額） 12,019 12,454

工具、器具及び備品（純額） 8,435 8,871

土地 50,555 50,655

リース資産（純額） 298 306

建設仮勘定 1,791 1,845

有形固定資産合計 113,687 116,291

無形固定資産 3,070 3,203

投資その他の資産

投資有価証券 66,041 80,044

その他 14,011 10,156

貸倒引当金 △737 △803

投資その他の資産合計 79,314 89,396

固定資産合計 196,073 208,891

資産合計 382,032 402,152
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,261 21,791

短期借入金 7,719 8,816

1年内返済予定の長期借入金 2,793 1,023

未払金及び未払費用 25,910 32,496

未払法人税等 1,479 1,900

引当金 2,534 3,610

その他 7,928 5,543

流動負債合計 71,626 75,182

固定負債

長期借入金 3,156 5,177

退職給付引当金 34,795 33,675

その他 32,663 33,525

固定負債合計 70,615 72,378

負債合計 142,242 147,560

純資産の部

株主資本

資本金 28,534 28,534

資本剰余金 40,054 40,054

利益剰余金 167,357 167,614

自己株式 △35 △34

株主資本合計 235,910 236,169

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26,868 34,000

繰延ヘッジ損益 585 △166

土地再評価差額金 16,201 16,201

為替換算調整勘定 △42,487 △34,466

評価・換算差額等合計 1,169 15,569

少数株主持分 2,710 2,852

純資産合計 239,790 254,591

負債純資産合計 382,032 402,152
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 99,428 90,914

売上原価 64,758 55,490

売上総利益 34,670 35,424

販売費及び一般管理費 34,434 30,271

営業利益 236 5,153

営業外収益

受取利息 71 94

受取配当金 334 542

その他 182 334

営業外収益合計 588 971

営業外費用

売上割引 646 516

為替差損 － 497

その他 676 254

営業外費用合計 1,322 1,268

経常利益又は経常損失（△） △497 4,856

特別利益

固定資産売却益 10 12

構造改革費用引当金戻入額 － 292

その他 0 5

特別利益合計 10 310

特別損失

固定資産除却損 60 67

投資有価証券評価損 34 1,546

その他 － 78

特別損失合計 95 1,692

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△582 3,474

法人税、住民税及び事業税 709 1,327

法人税等調整額 1,512 △119

法人税等合計 2,222 1,207

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,266

少数株主利益 95 58

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,899 2,208
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して、楽器事業、ＡＶ・ＩＴ事業、電子部品事業、リビ

ング事業及びその他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ リビング事業を営む連結子会社であるヤマハリビングテック㈱の株式譲渡に伴い、同社及びその子会社

２社が、平成22年３月31日付で連結の範囲から外れております。ただし、期末までの損益及びキャッシ

ュ・フローについては連結しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

楽器 
(百万円)

ＡＶ・ 
ＩＴ 

(百万円)

電子部品
(百万円)

リビング
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対 
   する売上高

68,372 11,217 4,670 8,809 6,358 99,428 99,428

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

189 189 △189

計 68,372 11,217 4,859 8,809 6,358 99,617 △189 99,428

  営業利益又は 
  営業損失(△)

1,803 △467 △539 △514 △45 236 236

事業区分 主要製品

楽器
ピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器、教育楽器、音響機器、防音室、音楽教室、
英語教室、音楽ソフト、調律

ＡＶ・ＩＴ オーディオ、情報通信機器

電子部品 半導体

リビング システムキッチン、システムバス、洗面化粧台

その他
ゴルフ用品、自動車用内装部品、ＦＡ機器、金型・部品、宿泊施設・スポーツ施
設の経営
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米………………………………………………アメリカ、カナダ  

欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス  

アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米………………………………………………アメリカ、カナダ  

欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス  

アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア  

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・オ
セアニア・
その他の 
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

57,530 13,748 14,997 13,152 99,428 99,428

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

27,213 292 308 13,219 41,034 △41,034

計 84,743 14,041 15,306 26,372 140,463 △41,034 99,428

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△2,307 545 346 1,519 104 131 236

【海外売上高】

北米 欧州
アジア・オセアニ
ア・その他の地域

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,894 14,811 15,329 44,036

Ⅱ 連結売上高(百万円) 99,428

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.0 14.9 15.4 44.3
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（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成21年３月27日 企業会計基準第17号）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成20年３月21日 企業会計基準適用指針第20号）を適用しております。

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う事業セグメントのうち、経

済的特徴や製品・サービスの内容等が概ね類似しているものを集約したものであります。 

 当社は、本社に製品・サービス別の事業部門を設置し、事業領域ごとに、国内及び海外の包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は、事業領域を基礎とした事業セグメントから構成されており、「楽器」、「ＡＶ・Ｉ

Ｔ」及び「電子部品」の３つを報告セグメントとしており、それ以外の事業は「その他」に含めており

ます。 

 「楽器」事業はピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器、音響機器等の製造販売等を行っております。

「ＡＶ・ＩＴ」事業はＡＶ機器、情報通信機器等の製造販売を行っております。「電子部品」事業は半

導体製品等の製造販売を行っております。「その他」には自動車用内装部品事業、ＦＡ機器事業、ゴル

フ用品事業、レクリェーション事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 調整額は、以下のとおりです。 

  売上高計の調整額△319百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２ セグメント利益は、連結財務諸表における営業利益であります。 

  

【セグメント情報】

楽器 
(百万円)

ＡＶ・
ＩＴ 

(百万円)

電子部品
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

調整額 
(百万円)

連結財務諸
表計上額 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客への 
   売上高

66,640 12,040 5,130 7,103 90,914 90,914

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

319 319 △319

計 66,640 12,040 5,449 7,103 91,234 △319 90,914

  セグメント利益 3,459 344 497 851 5,153 5,153
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（参考情報） 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米………………………………………………アメリカ、カナダ  

欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス  

アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

北米………………………………………………アメリカ、カナダ  

欧州………………………………………………ドイツ、フランス、イギリス  

アジア・オセアニア・その他の地域…………中国、韓国、オーストラリア  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・オ
セアニア・
その他の 
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

49,096 13,134 14,229 14,455 90,914 90,914

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

32,310 210 416 15,564 48,501 △48,501

計 81,406 13,344 14,645 30,019 139,416 △48,501 90,914

  営業利益 2,673 499 301 2,211 5,685 △532 5,153

【海外売上高】

北米 欧州
アジア・オセアニ
ア・その他の地域

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,272 14,331 17,262 44,865

Ⅱ 連結売上高(百万円) 90,914

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.6 15.8 19.0 49.3

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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