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中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期 業績概要業績概要業績概要業績概要業績概要業績概要業績概要業績概要

----48.948.948.948.935.035.035.035.0ＥＥＥＥ ＰＰＰＰ ＳＳＳＳ((((円円円円))))

+28+28+28+28100100100100
(4.0 %)(4.0 %)(4.0 %)(4.0 %)

72727272
(2.9 %)(2.9 %)(2.9 %)(2.9 %)

当 期 利 益当 期 利 益当 期 利 益当 期 利 益
（（（（当期利益率当期利益率当期利益率当期利益率））））

+67+67+67+67142142142142
(5.6 %)(5.6 %)(5.6 %)(5.6 %)

75757575
(3.0%)(3.0%)(3.0%)(3.0%)

経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益
（（（（経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率））））

+54+54+54+54131131131131
(5.2%)(5.2%)(5.2%)(5.2%)

77777777
(3.1 %)(3.1 %)(3.1 %)(3.1 %)

営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益
（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 )

+50+50+50+502,5372,5372,5372,5372,4872,4872,4872,487売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高

＋＋＋＋/▲▲▲▲02/902/902/902/9実績実績実績実績01/901/901/901/9実績実績実績実績

----

41.241.241.241.2

120120120120

120120120120

2,5502,5502,5502,550

前回予想前回予想前回予想前回予想
((((’02/09/1902/09/1902/09/1902/09/19発表発表発表発表))))

----4.94.94.94.93.73.73.73.7ＲＲＲＲ ＯＯＯＯ ＥＥＥＥ((((％％％％))))

----55554444
１１１１株株株株あたりあたりあたりあたり配当配当配当配当

（（（（円円円円））））

85858585

4444

（（（（億円億円億円億円））））



中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期 為替為替為替為替レートレートレートレート為替為替為替為替レートレートレートレート

売上高売上高

利 益利 益

ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄

ＥＵＲＥＵＲＥＵＲＥＵＲ

他他他他

計計計計

ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄

ＥＵＲＥＵＲＥＵＲＥＵＲ

他他他他

計計計計

01/901/901/901/9

122 122 122 122 円円円円

108108108108

122 122 122 122 円円円円

106 106 106 106 

02/902/902/902/9

123 123 123 123 円円円円

117117117117

122 122 122 122 円円円円

115 115 115 115 

影響額影響額影響額影響額

++++　　　　4 4 4 4 億円億円億円億円

　　　　+21+21+21+21

　　　　+12+12+12+12

+37 +37 +37 +37 億円億円億円億円

++++　　　　1111 億円億円億円億円

　　　　+24+24+24+24　　　　

　　　　　　　　++++　　　　3333

+28 +28 +28 +28 億円億円億円億円



1 ,4461 ,4461 ,4461 ,446 1 ,4621 ,4621 ,4621 ,462

415415415415 385385385385 374374374374

1 ,4351 ,4351 ,4351 ,435

236236236236236236236236238238238238
249249249249249249249249184184184184
206206206206206206206206204204204204

01/901/901/901/9 02/902/902/902/9 02/902/902/902/9

中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高事業別売上高

楽楽楽楽楽楽楽楽 器器器器器器器器

ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ

リビングリビングリビングリビングリビングリビングリビングリビング

為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響
調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後

（（（（（（（（億円億円億円億円））））億円億円億円億円））））

2,4872,4872,4872,487 2,5372,5372,5372,537 2,5002,5002,5002,500

電子機器電子機器電子機器電子機器・・・・金属金属金属金属電子機器電子機器電子機器電子機器・・・・金属金属金属金属
レクレクレクレクレクレクレクレク 他他他他他他他他 (+1.0)(+1.0)(+1.0)(+1.0)

((((+35.3+35.3+35.3+35.3))))
((((▲▲▲▲0.8)0.8)0.8)0.8)

(+1.1)(+1.1)(+1.1)(+1.1)

((((▲▲▲▲7.2)7.2)7.2)7.2)

((((++++2.0 %)2.0 %)2.0 %)2.0 %)

((((▲▲▲▲9.9)9.9)9.9)9.9)

(+0.5%)(+0.5%)(+0.5%)(+0.5%)

((((▲▲▲▲0.8)0.8)0.8)0.8)

(  )(  )(  )(  )内内内内はははは前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比



中間期営業利益増減分析中間期営業利益増減分析中間期営業利益増減分析中間期営業利益増減分析中間期営業利益増減分析中間期営業利益増減分析中間期営業利益増減分析中間期営業利益増減分析

（（（（億円億円億円億円））））

+10+10+10+10

製造損益製造損益製造損益製造損益
改善改善改善改善

為替益為替益為替益為替益

77777777

+28+28+28+28

01/901/901/901/9営業利益営業利益営業利益営業利益 02/902/902/902/9営業利益営業利益営業利益営業利益

131131131131

実質実質実質実質　　　　
売上増売上増売上増売上増
(+13)(+13)(+13)(+13)

▲▲▲▲15151515
+27+27+27+27

年金年金年金年金

+4+4+4+4

販管費減販管費減販管費減販管費減



（億円）

中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期 事業別営業利益事業別営業利益事業別営業利益事業別営業利益事業別営業利益事業別営業利益事業別営業利益事業別営業利益

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

26262626電子機器電子機器電子機器電子機器・・・・金属金属金属金属

10101010リ ビ ン グリ ビ ン グリ ビ ン グリ ビ ン グ

12121212Ａ ＶＡ ＶＡ ＶＡ Ｖ ・・・・ Ｉ ＴＩ ＴＩ ＴＩ Ｔ

38383838楽 器楽 器楽 器楽 器

01/901/901/901/9
実実実実 績績績績

▲▲▲▲ 1111そ のそ のそ のそ の 他他他他

0000

+33+33+33+33

▲▲▲▲ 5555

▲▲▲▲ 2222

+22+22+22+22

＋＋＋＋/▲▲▲▲

+ 6+ 6+ 6+ 6

+54+54+54+5477777777計計計計

▲▲▲▲ 8888

59595959

5555

10101010

60606060

02/902/902/902/9
実実実実 績績績績

5555

131131131131

++++　　　　9999

++++19191919

為替影響為替影響為替影響為替影響

++++28282828

0000

+3+3+3+3

実実実実質質質質
+/▲▲▲▲

+ 6+ 6+ 6+ 6

++++26262626

▲▲▲▲11111111

▲▲▲▲ 5555

　　　　▲▲▲▲ 8888
+33+33+33+33



2002/92002/92002/92002/92002/92002/92002/92002/9中間期中間期中間期中間期のののの総括総括総括総括中間期中間期中間期中間期のののの総括総括総括総括

■■■■ 前年同期比増収増益前年同期比増収増益前年同期比増収増益前年同期比増収増益のののの達成達成達成達成
　　　　(1)(1)(1)(1)　　　　楽器事業楽器事業楽器事業楽器事業のののの収益性改善収益性改善収益性改善収益性改善

・・・・在庫調整在庫調整在庫調整在庫調整をををを進展進展進展進展しつつしつつしつつしつつ、、、、売上高営業利益率向上売上高営業利益率向上売上高営業利益率向上売上高営業利益率向上　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 01/901/901/901/9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02/902/902/902/9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.62.62.62.6％　　　％　　　％　　　％　　　→→→→　　　　4.14.14.14.1％％％％
・・・・欧米楽器市場欧米楽器市場欧米楽器市場欧米楽器市場でのでのでのでの増収増収増収増収でででで国内国内国内国内、、、、アジアアジアアジアアジア・・・・パシフィックパシフィックパシフィックパシフィック

　　　　　　　　　　　　　　　　 地域地域地域地域のののの減収減収減収減収ををををカバーカバーカバーカバー
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　(2)(2)(2)(2)　　　　携帯用音源携帯用音源携帯用音源携帯用音源チップチップチップチップをををを中心中心中心中心とするとするとするとする半導体半導体半導体半導体がががが

前年同期実績前年同期実績前年同期実績前年同期実績にににに対対対対しししし大幅大幅大幅大幅なななな増収増益増収増益増収増益増収増益

■■■■ 棚卸資産棚卸資産棚卸資産棚卸資産はははは前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比138138138138億円億円億円億円のののの減少減少減少減少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01/901/901/901/9末末末末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02/902/902/902/9末末末末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,0451,0451,0451,045億円億円億円億円　　　　→→→→　　　　907907907907億円億円億円億円　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



楽器事業楽器事業楽器事業楽器事業のののの収益性改善収益性改善収益性改善収益性改善楽器事業楽器事業楽器事業楽器事業のののの収益性改善収益性改善収益性改善収益性改善

売上高営業利益率売上高営業利益率売上高営業利益率売上高営業利益率

営業利益営業利益営業利益営業利益

38383838

2.62.62.62.6

60606060

4.14.14.14.1

（（（（億円億円億円億円））））

（％）（％）（％）（％）

◆◆◆◆営業利益営業利益営業利益営業利益

01/901/901/901/9 02/902/902/902/9

◆◆◆◆完成品期末在庫完成品期末在庫完成品期末在庫完成品期末在庫

在庫回転率在庫回転率在庫回転率在庫回転率

完成品期末在庫完成品期末在庫完成品期末在庫完成品期末在庫

537537537537
466466466466

1.911.911.911.91

（（（（億円億円億円億円））））

（（（（月月月月））））

01/901/901/901/9 02/902/902/902/9

2.232.232.232.23



半導体半導体半導体半導体がががが増収増益増収増益増収増益増収増益半導体半導体半導体半導体がががが増収増益増収増益増収増益増収増益

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益

（（（（億円億円億円億円））））

1.81.81.81.81.81.81.81.8倍倍倍倍倍倍倍倍

1.31.31.31.31.31.31.31.3倍倍倍倍倍倍倍倍

01/901/901/901/9 02/902/902/902/9 01/901/901/901/9 02/902/902/902/9



466466466466

125125125125

291291291291 268268268268

441441441441
537537537537

160160160160

111111111111

52525252

4848484879797979

296296296296

在在在在在在在在庫庫庫庫庫庫庫庫調調調調調調調調整整整整整整整整進進進進進進進進展展展展展展展展

（（（（億円億円億円億円））））922922922922
1,0451,0451,0451,045

2.202.202.202.20

仕掛仕掛仕掛仕掛仕掛仕掛仕掛仕掛////////材料材料材料材料材料材料材料材料

他他他他他他他他 製品製品製品製品製品製品製品製品

ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ

楽楽楽楽楽楽楽楽 器器器器器器器器

2.142.142.142.14

907907907907

月数月数月数月数月数月数月数月数
期末棚卸資産期末棚卸資産期末棚卸資産期末棚卸資産
月平均売上高月平均売上高月平均売上高月平均売上高

2.522.522.522.52

00/900/900/900/9 01/901/901/901/9 02/902/902/902/9



下期下期下期下期のののの事業環境事業環境事業環境事業環境下期下期下期下期のののの事業環境事業環境事業環境事業環境
■■■■楽器楽器楽器楽器 ・・・・ 日本市場日本市場日本市場日本市場はははは引引引引きききき続続続続きききき低迷低迷低迷低迷

・・・・ アメリカアメリカアメリカアメリカ年末景気年末景気年末景気年末景気にににに不透決感不透決感不透決感不透決感
・・・・ 消費市場消費市場消費市場消費市場としてのとしてのとしてのとしての中国中国中国中国ののののプレゼンスプレゼンスプレゼンスプレゼンス拡大拡大拡大拡大

■■■■ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ ・・・・ ホームシアターホームシアターホームシアターホームシアター市場市場市場市場のののの競争激化競争激化競争激化競争激化
・・・・ ＣＤＲＣＤＲＣＤＲＣＤＲ////ＲＷＲＷＲＷＲＷ市場市場市場市場のののの構造変化構造変化構造変化構造変化

■■■■リビングリビングリビングリビング ・・・・ 住宅着工件数減少継続住宅着工件数減少継続住宅着工件数減少継続住宅着工件数減少継続

■■■■半導体半導体半導体半導体 ・・・・ 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話でのでのでのでの和音和音和音和音（（（（複音複音複音複音））））機能搭載機能搭載機能搭載機能搭載がががが内外内外内外内外でででで　　　　
　　　　標準化標準化標準化標準化のののの動動動動きききき

■■■■電子金属電子金属電子金属電子金属 ・・・・ 急速急速急速急速にににに回復回復回復回復したしたしたした電子金属材料市場電子金属材料市場電子金属材料市場電子金属材料市場はははは
　　　　年末年末年末年末にににに向向向向けけけけ調整局面調整局面調整局面調整局面

■■■■ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ ・・・・ リゾートリゾートリゾートリゾート市場市場市場市場はははは一層一層一層一層のののの低価格化低価格化低価格化低価格化



通期通期通期通期通期通期通期通期 業績予想業績予想業績予想業績予想業績予想業績予想業績予想業績予想
（（（（億円億円億円億円））））

------------ＥＥＥＥ ＰＰＰＰ ＳＳＳＳ((((円円円円))))

----▲▲▲▲17517517517572727272当 期 利 益当 期 利 益当 期 利 益当 期 利 益

+228.9%+228.9%+228.9%+228.9%111175757575経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益経 常 利 益

+122.7%+122.7%+122.7%+122.7%3333333377777777営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益営 業 利 益

+5.1%+5.1%+5.1%+5.1%2,5572,5572,5572,5572,4872,4872,4872,487売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高

増減率増減率増減率増減率
03/303/303/303/3予想予想予想予想02/302/302/302/3実績実績実績実績

------------ＲＲＲＲ ＯＯＯＯ ＥＥＥＥ((((％）％）％）％）))))

----44444444
１１１１株株株株あたりあたりあたりあたり配当配当配当配当

（（（（円円円円））））

▲▲▲▲49.749.749.749.7

▲▲▲▲103103103103
((((▲▲▲▲2.0%)2.0%)2.0%)2.0%)

76767676
(1.5%)(1.5%)(1.5%)(1.5%)

110110110110
(2.1%)(2.1%)(2.1%)(2.1%)

5,0445,0445,0445,044

▲▲▲▲5.25.25.25.2

8888

--------

85858585100100100100

108108108108142142142142

114114114114131131131131

2,7632,7632,7632,7632,5372,5372,5372,537

--------

55555555

89.789.789.789.7

185185185185
((((3.5%3.5%3.5%3.5%))))

250250250250
(4.7%)(4.7%)(4.7%)(4.7%)

245245245245
(4.6%)(4.6%)(4.6%)(4.6%)

5,3005,3005,3005,300

8.98.98.98.9

10101010

下下下下上上上上 計計計計 下下下下上上上上 計計計計



為替為替為替為替レートレートレートレート為替為替為替為替レートレートレートレート

+ 1+ 1+ 1+ 1127127127127122122122122

+ 6+ 6+ 6+ 6

++++　　　　8888----

+26+26+26+26113113113113108108108108

▲▲▲▲28 28 28 28 128128128128122122122122

影響額影響額影響額影響額
＜＜＜＜03/303/303/303/3予想予想予想予想＞＞＞＞＜＜＜＜02/302/302/302/3実績実績実績実績＞＞＞＞

+37+37+37+37106106106106

++++　　　　4444----

億円億円億円億円

124124124124

110110110110

125125125125

107107107107

120120120120122122122122

115115115115117117117117

120120120120123123123123

115115115115115115115115

121121121121

116116116116

121121121121

115115115115

下下下下上上上上 計計計計 下下下下上上上上 計計計計

売上高売上高

利 益利 益

+42+42+42+42

ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄

計計計計

他他他他

ＥＵＲＥＵＲＥＵＲＥＵＲ

ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄ＵＳ＄

ＥＵＲＥＵＲＥＵＲＥＵＲ

他他他他

計計計計

円円円円 円円円円 円円円円 円円円円 円円円円

億円億円億円億円

億円億円億円億円

億円億円億円億円

108108108108



2,8692,8692,8692,869 2,9752,9752,9752,975 2,9712,9712,9712,971

952952952952 913913913913 911911911911

457457457457 466466466466 466466466466
366366366366

527527527527527527527527
419419419419419419419419

400400400400

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3 03/303/303/303/3

　　　　　　　　通期通期通期通期　　　　　　　　通期通期通期通期事業別売上高予想事業別売上高予想事業別売上高予想事業別売上高予想事業別売上高予想事業別売上高予想事業別売上高予想事業別売上高予想

楽楽楽楽楽楽楽楽 器器器器器器器器

ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ

ﾘﾋﾘﾋﾘﾋﾘﾋﾞ゙゙゙ﾝｸﾝｸﾝｸﾝｸﾞ゙゙゙ﾘﾋﾘﾋﾘﾋﾘﾋﾞ゙゙゙ﾝｸﾝｸﾝｸﾝｸﾞ゙゙゙
電子機器電子機器電子機器電子機器・・・・金属金属金属金属電子機器電子機器電子機器電子機器・・・・金属金属金属金属

ﾚｸﾚｸﾚｸﾚｸﾚｸﾚｸﾚｸﾚｸ 他他他他他他他他

為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響
調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後

（（（（（（（（億円億円億円億円））））億円億円億円億円））））

(+2.0)(+2.0)(+2.0)(+2.0)

((((▲▲▲▲4.1)4.1)4.1)4.1)

（（（（+3.7)+3.7)+3.7)+3.7)

（（（（+4.8)+4.8)+4.8)+4.8)

((((▲▲▲▲4.3)4.3)4.3)4.3)

(+3.6)(+3.6)(+3.6)(+3.6)

(+44.0)(+44.0)(+44.0)(+44.0)

（（（（+5.1%)+5.1%)+5.1%)+5.1%) （（（（+5.0%)+5.0%)+5.0%)+5.0%)5,0445,0445,0445,044
5,3005,3005,3005,300 5,2945,2945,2945,294

(  )(  )(  )(  )内内内内はははは前期比前期比前期比前期比
（（（（予想予想予想予想））））



通期通期通期通期通期通期通期通期営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析営業利益増減分析
（（（（億円億円億円億円））））

+32+32+32+32

製造損益改善製造損益改善製造損益改善製造損益改善

為替益為替益為替益為替益

110110110110

+42+42+42+42

年金年金年金年金

02/302/302/302/3営業利益営業利益営業利益営業利益 03/303/303/303/3営業利益営業利益営業利益営業利益

245245245245

売上増売上増売上増売上増

▲▲▲▲30303030

+91+91+91+91



（億円）

通期通期通期通期通期通期通期通期 事業別営業利益予想事業別営業利益予想事業別営業利益予想事業別営業利益予想事業別営業利益予想事業別営業利益予想事業別営業利益予想事業別営業利益予想

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

44444444電子機器電子機器電子機器電子機器・・・・金属金属金属金属

10101010リ ビ ン グリ ビ ン グリ ビ ン グリ ビ ン グ

30303030Ａ ＶＡ ＶＡ ＶＡ Ｖ ・・・・ Ｉ ＴＩ ＴＩ ＴＩ Ｔ

47474747楽 器楽 器楽 器楽 器

02/302/302/302/3
実実実実 績績績績

▲▲▲▲ 4444そ のそ のそ のそ の 他他他他

++++　　　　9999

+63+63+63+63

▲▲▲▲1111

++++　　　　5555

++++51515151

＋＋＋＋/▲▲▲▲

++++　　　　8888

+135+135+135+135110110110110計計計計

▲▲▲▲ 8888

107107107107

9999

35353535

98989898

03/303/303/303/3
予想予想予想予想

4444

245245245245

+17+17+17+17

+25+25+25+25

為替影響為替影響為替影響為替影響

+42+42+42+42

++++　　　　9999

+63+63+63+63

++++26262626

実実実実質質質質
+/▲▲▲▲

++++　　　　8888

+93+93+93+93

▲▲▲▲12121212

▲▲▲▲1111

　　　　▲▲▲▲17171717



1.811.811.811.81

2.012.012.012.012.262.262.262.26

1.761.761.761.76

441441441441 386386386386

273273273273
279279279279

297297297297

445445445445
369369369369

69696969
86868686

91919191
12912912912941414141

37373737
48484848

65656565

338338338338

00/300/300/300/3 01/301/301/301/3 02/302/302/302/3 03/303/303/303/3

棚棚棚棚棚棚棚棚卸卸卸卸卸卸卸卸資資資資資資資資産産産産産産産産

（（（（億円億円億円億円））））

774774774774

977977977977

仕掛仕掛仕掛仕掛////材料材料材料材料

他他他他 製品製品製品製品
ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ

楽楽楽楽 器器器器

843843843843

月数月数月数月数月数月数月数月数
期末棚卸資産期末棚卸資産期末棚卸資産期末棚卸資産
月平均売上高月平均売上高月平均売上高月平均売上高

800800800800

（（（（予想予想予想予想））））



55555555

186186186186

▲145▲145▲145▲145

234234234234

フリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー

（（（（億円億円億円億円））））

00/300/300/300/3

01/301/301/301/3

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3
（（（（予想予想予想予想））））



301
461

308 286

243

243

243 243

83

00/3 01/3 02/3 03/3
(予想）

627
704

転換社債転換社債転換社債転換社債

長短借入金長短借入金長短借入金長短借入金
----現預金現預金現預金現預金

551従業員預金従業員預金従業員預金従業員預金

有
利
子
負
債

(544)(544)(544)(544)

実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債

（（（（億円億円億円億円））））

　　　　　　　　リゾートリゾートリゾートリゾート　　　　
　　　　預託金残高預託金残高預託金残高預託金残高

529

411 403 381 369

※※※※上記上記上記上記のののの他他他他にににに



下期下期下期下期のののの重点施策重点施策重点施策重点施策（（（（１１１１））））下期下期下期下期のののの重点施策重点施策重点施策重点施策（（（（１１１１））））
■■■■中核事業群中核事業群中核事業群中核事業群でのでのでのでの収益力強化収益力強化収益力強化収益力強化とととと成長成長成長成長へのへのへのへの布石布石布石布石

　　　　　　　　◆◆◆◆楽器楽器楽器楽器

　　　　　　　　　　　　・・・・成長成長成長成長のののの見込見込見込見込めるめるめるめる中国市場中国市場中国市場中国市場でのでのでのでの基盤構築基盤構築基盤構築基盤構築

　　　　　　　　　　　　・・・・成人市場成人市場成人市場成人市場のののの開拓開拓開拓開拓によるによるによるによる国内国内国内国内ビジネスビジネスビジネスビジネス活性化活性化活性化活性化

　　　　　　　　　　　　・・・・音楽制作市場開拓音楽制作市場開拓音楽制作市場開拓音楽制作市場開拓

　　　　　　　　　　　　・・・・着着着着メロメロメロメロ配信事業配信事業配信事業配信事業のののの海外展開海外展開海外展開海外展開へのへのへのへの布石布石布石布石づくりづくりづくりづくり

　　　　　　　　◆◆◆◆ＡＶＡＶＡＶＡＶ////ＩＴＩＴＩＴＩＴ

　　　　　　　　　　　　・・・・｢｢｢｢ホームシアターホームシアターホームシアターホームシアターNoNoNoNo１１１１戦略戦略戦略戦略｣｣｣｣のののの更更更更なるなるなるなる推進推進推進推進とととと収益力強化収益力強化収益力強化収益力強化

　　　　　　　　　　　　・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ事業反転事業反転事業反転事業反転にににに向向向向けてのけてのけてのけての条件整備条件整備条件整備条件整備

　　　　　　　　　　　　・・・・中国工場中国工場中国工場中国工場ののののスムーズスムーズスムーズスムーズなななな生産立生産立生産立生産立ちちちち上上上上げげげげ

　　　　　　　　◆◆◆◆半導体半導体半導体半導体

　　　　　　　　　　　　・・・・携帯電話用音源携帯電話用音源携帯電話用音源携帯電話用音源チップビジネスチップビジネスチップビジネスチップビジネスのののの拡大拡大拡大拡大



下期下期下期下期のののの重点施策重点施策重点施策重点施策（（（（２２２２））））下期下期下期下期のののの重点施策重点施策重点施策重点施策（（（（２２２２））））

■■■■生活余暇関連群生活余暇関連群生活余暇関連群生活余暇関連群でのでのでのでの収益性改善収益性改善収益性改善収益性改善
　　　　　　　　　　　　
■■■■技術技術技術技術のののの強強強強みをみをみをみを活活活活かしかしかしかし、、、、部品素材事業群部品素材事業群部品素材事業群部品素材事業群でのでのでのでの安定成長安定成長安定成長安定成長
　　　　 確保確保確保確保とととと収益力強化収益力強化収益力強化収益力強化

　　　　　　　　　　　　・・・・ＭｇＭｇＭｇＭｇ成形部品事業成形部品事業成形部品事業成形部品事業のののの成長成長成長成長とととと収益力強化収益力強化収益力強化収益力強化
　　　　　　　　　　　　・・・・インバーインバーインバーインバー材歩留材歩留材歩留材歩留りりりり向上向上向上向上

■■■■コンプライアンスマネジメントコンプライアンスマネジメントコンプライアンスマネジメントコンプライアンスマネジメントのののの確立確立確立確立

■■■■環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮



中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策

雅馬哈楽器音響雅馬哈楽器音響雅馬哈楽器音響雅馬哈楽器音響（（（（中国中国中国中国））））有限公司有限公司有限公司有限公司

2003200320032003年年年年4444月営業開始月営業開始月営業開始月営業開始

生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点

中国楽器市場推移

2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2005200520052005

530530530530
600600600600

660660660660

1000100010001000

（（（（億円億円億円億円））））

ヤマハシェアヤマハシェアヤマハシェアヤマハシェア 11111111％％％％ 11111111％％％％ 12121212％％％％
20202020％％％％

◆◆◆◆

北京北京北京北京北京北京北京北京
天津天津天津天津天津天津天津天津●●●●

◆◆◆◆上海上海上海上海上海上海上海上海

蕭山蕭山蕭山蕭山蕭山蕭山蕭山蕭山●●●●

●●●● 広州広州広州広州広州広州広州広州

◆◆◆◆販売拠点販売拠点販売拠点販売拠点販売拠点販売拠点販売拠点販売拠点

●●●●

■■■■持株決社持株決社持株決社持株決社　「　「　「　「雅馬哈楽器音響有限公司雅馬哈楽器音響有限公司雅馬哈楽器音響有限公司雅馬哈楽器音響有限公司」　」　」　」　のののの設立設立設立設立によってによってによってによって、、、、

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングのののの一元化一元化一元化一元化をををを目指目指目指目指すすすす。　。　。　。　



－－－－ ３３３３ヶヶヶヶ年計画年計画年計画年計画としてとしてとしてとして－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　

■■■■成人向成人向成人向成人向けけけけ音楽教室基盤音楽教室基盤音楽教室基盤音楽教室基盤のののの拡大拡大拡大拡大

国内成人市場国内成人市場国内成人市場国内成人市場のののの活性化活性化活性化活性化国内成人市場国内成人市場国内成人市場国内成人市場のののの活性化活性化活性化活性化
　　　　縮小縮小縮小縮小するするするする子供市場子供市場子供市場子供市場にににに対対対対するするするする大人市場大人市場大人市場大人市場のののの開拓開拓開拓開拓　　　　縮小縮小縮小縮小するするするする子供市場子供市場子供市場子供市場にににに対対対対するするするする大人市場大人市場大人市場大人市場のののの開拓開拓開拓開拓

02/902/902/902/9

倍倍倍倍
増増増増

■■■■成人成人成人成人ををををターゲットターゲットターゲットターゲットにににに絞絞絞絞ったったったった楽器楽器楽器楽器のののの開発開発開発開発

■■■■成人成人成人成人のののの音楽活動支援音楽活動支援音楽活動支援音楽活動支援のためののためののためののための新新新新しいしいしいしい場場場場のののの提供提供提供提供をををを検討検討検討検討

3333年後年後年後年後

成人生徒数成人生徒数成人生徒数成人生徒数

・・・・ポピュラーミュージックスクールポピュラーミュージックスクールポピュラーミュージックスクールポピュラーミュージックスクール

・・・・大人大人大人大人ののののピアノピアノピアノピアノ、、、、大人大人大人大人ののののエレクトーンエレクトーンエレクトーンエレクトーン
・・・・大人大人大人大人のののの音楽入門講座音楽入門講座音楽入門講座音楽入門講座

9.69.69.69.6万人万人万人万人

17171717万人万人万人万人
現在現在現在現在 ５２５２５２５２　　　　→→→→ １００１００１００１００決場決場決場決場　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・成人生徒倍増計画成人生徒倍増計画成人生徒倍増計画成人生徒倍増計画

・・・・成人専用成人専用成人専用成人専用センターセンターセンターセンター　　　　　　　　　　　　　　　　



音楽制作市場音楽制作市場音楽制作市場音楽制作市場のののの開拓開拓開拓開拓音楽制作市場音楽制作市場音楽制作市場音楽制作市場のののの開拓開拓開拓開拓

2000200020002000年年年年 2001200120012001年年年年 2002200220022002年年年年

■■■■欧米現地法人欧米現地法人欧米現地法人欧米現地法人でのでのでのでの体制作体制作体制作体制作りりりり

■■■■新製品新製品新製品新製品のののの投入投入投入投入

アメリカアメリカアメリカアメリカ

欧州欧州欧州欧州

　　　　　　　　Commercial Audio System Division Commercial Audio System Division Commercial Audio System Division Commercial Audio System Division スタートスタートスタートスタート、　　　、　　　、　　　、　　　
　　　　　　　　従来従来従来従来のののの倍倍倍倍のののの人員体制人員体制人員体制人員体制（（（（02020202年年年年4444月月月月））））

新組織体制準備中新組織体制準備中新組織体制準備中新組織体制準備中・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

AW4416AW4416AW4416AW4416

AW16GAW16GAW16GAW16G

O2R96O2R96O2R96O2R96DM2000DM2000DM2000DM2000
PM1DPM1DPM1DPM1D

＜＜＜＜デジタルミキサーデジタルミキサーデジタルミキサーデジタルミキサー等等等等＞＞＞＞

＜＜＜＜シンセサイザーシンセサイザーシンセサイザーシンセサイザー＞＞＞＞

SSSS----90909090

MotifMotifMotifMotif

売上高売上高売上高売上高（（（（億円億円億円億円））））

00/300/300/300/3 01/301/301/301/3 02/302/302/302/3 03/303/303/303/3
（（（（予想予想予想予想））））

PAPAPAPA
シンセサイザーシンセサイザーシンセサイザーシンセサイザー

243243243243
262262262262

274274274274

315315315315

AW2816AW2816AW2816AW2816



EEEE－－－－PlusPlusPlusPlus
TelefonicaTelefonicaTelefonicaTelefonica

着着着着メロメロメロメロ事業事業事業事業のののの積極的展開積極的展開積極的展開積極的展開着着着着メロメロメロメロ事業事業事業事業のののの積極的展開積極的展開積極的展開積極的展開

((((万人万人万人万人））））

00/900/900/900/9末末末末

01/301/301/301/3末末末末

01/901/901/901/9末末末末

02/302/302/302/3末末末末

02/902/902/902/9末末末末

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

　　　　国内国内国内国内・・・・・・・・・・・・コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの個性化個性化個性化個性化とととと差別化推進差別化推進差別化推進差別化推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例例例例））））オルゴールオルゴールオルゴールオルゴールSiteSiteSiteSite、、、、おとほんおとほんおとほんおとほんSiteSiteSiteSite

　　　　海外海外海外海外・・・・・・・・・・・・通信事業者通信事業者通信事業者通信事業者とのとのとのとの契約拡大契約拡大契約拡大契約拡大

03/303/303/303/3末末末末
（（（（予想予想予想予想））））

着着着着メロメロメロメロ決員数決員数決員数決員数

国内国内国内国内

海外海外海外海外

90909090

160160160160
290290290290

325325325325
340340340340

370370370370

20202020

10101010

既展開国既展開国既展開国既展開国とととと通信業者通信業者通信業者通信業者

中国中国中国中国
台湾台湾台湾台湾

香港香港香港香港

eeee----DongcityDongcityDongcityDongcity

TCC, KGT, TAT, CHTTCC, KGT, TAT, CHTTCC, KGT, TAT, CHTTCC, KGT, TAT, CHT
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・ HutchisonHutchisonHutchisonHutchison

予定展開国予定展開国予定展開国予定展開国

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール、、、、フランスフランスフランスフランス、、、、イタリアイタリアイタリアイタリア、、、、イギリスイギリスイギリスイギリス、、、、USAUSAUSAUSA

・・・・・・・・・・・・
ドイツドイツドイツドイツ ・・・・・・・・・・・・

KPNKPNKPNKPNオランダオランダオランダオランダ ・・・・・・・・・・・・
ベルギーベルギーベルギーベルギー BASEBASEBASEBASE・・・・・・・・・・・・

スペインスペインスペインスペイン

5555

10101010

10101010

■■■■海外事業展開動向海外事業展開動向海外事業展開動向海外事業展開動向



「「「「ホームシアターホームシアターホームシアターホームシアター「「「「ホームシアターホームシアターホームシアターホームシアターNo.1No.1No.1No.1No.1No.1No.1No.1戦略戦略戦略戦略」」」」推進推進推進推進戦略戦略戦略戦略」」」」推進推進推進推進
・・・・ 需要需要需要需要のののの変化変化変化変化にににに対応対応対応対応するためするためするためするため新流通網開拓新流通網開拓新流通網開拓新流通網開拓（（（（ビジュアルビジュアルビジュアルビジュアル流通流通流通流通、、、、

　　　　ハイパーハイパーハイパーハイパー////スーパースーパースーパースーパー））））でででで裾野市場裾野市場裾野市場裾野市場をををを拡大拡大拡大拡大

・・・・ 中中中中・・・・高級高級高級高級（（（（700700700700ドルドルドルドル以上以上以上以上））））AVAVAVAVレシーバーレシーバーレシーバーレシーバー////アンプアンプアンプアンプののののトップシェアートップシェアートップシェアートップシェアー奪還奪還奪還奪還
米国米国米国米国でででで 31% 31% 31% 31% →→→→ 35% 35% 35% 35% 目標目標目標目標

・・・・ ビジュアルビジュアルビジュアルビジュアル商品商品商品商品のののの軌道乗軌道乗軌道乗軌道乗せせせせ
プロジェクターブランドプロジェクターブランドプロジェクターブランドプロジェクターブランド確立確立確立確立のためのためのためのため展示拠点展示拠点展示拠点展示拠点をををを倍増倍増倍増倍増のののの800800800800店店店店へへへへ

・・・・ 中国販売網中国販売網中国販売網中国販売網のののの拡大拡大拡大拡大

華東地域華東地域華東地域華東地域のののの販売網構築販売網構築販売網構築販売網構築

302302302302
331331331331

233233233233

01/3期 02/3期 03/3期01/301/301/301/3期期期期 02/302/302/302/3期期期期 03/303/303/303/3期期期期 （（（（予想予想予想予想））））

上期上期上期上期

下期下期下期下期
233233233233

375375375375

302302302302

405405405405

331331331331

436436436436
((((億円億円億円億円））））

売上高売上高売上高売上高

雅馬哈電子雅馬哈電子雅馬哈電子雅馬哈電子（（（（蘇州蘇州蘇州蘇州））））有限公司生産開始有限公司生産開始有限公司生産開始有限公司生産開始（（（（2003200320032003年年年年3333月月月月））））



I T I T I T I T I T I T I T I T 事業反転事業反転事業反転事業反転へのへのへのへの条件整備条件整備条件整備条件整備事業反転事業反転事業反転事業反転へのへのへのへの条件整備条件整備条件整備条件整備

　　　　・・・・DVD+RWDVD+RWDVD+RWDVD+RW商品商品商品商品（（（（PCPCPCPC向向向向けけけけ））））のののの開発開発開発開発

■■■■■■■■CDRCDRCDRCDRCDRCDRCDRCDR

■■■■■■■■ルータールータールータールータールータールータールータールーター

　　　　・・・・SOHOSOHOSOHOSOHO、、、、中小規模中小規模中小規模中小規模ネットワークネットワークネットワークネットワークへのへのへのへのソリューションソリューションソリューションソリューション提案営業提案営業提案営業提案営業のののの強化強化強化強化

01/3期 02/3期 03/3期
01/301/301/301/3期期期期 02/302/302/302/3期期期期

上上上上
期期期期

下下下下
期期期期

192192192192 202202202202

113113113113
132132132132

54545454

92929292

売上高売上高売上高売上高

03/303/303/303/3期期期期 （（（（予想予想予想予想））））

((((億円億円億円億円））））

　　　　・・・・差別化商品差別化商品差別化商品差別化商品のののの提供提供提供提供



携帯音源携帯音源携帯音源携帯音源チップチップチップチップをををを中心中心中心中心とするとするとするとする　　　　携帯音源携帯音源携帯音源携帯音源チップチップチップチップをををを中心中心中心中心とするとするとするとする　　　　
　　　　　　　　　　　　半導体事業半導体事業半導体事業半導体事業のののの拡大拡大拡大拡大　　　　　　　　　　　　半導体事業半導体事業半導体事業半導体事業のののの拡大拡大拡大拡大

売上高売上高売上高売上高
（（（（億円億円億円億円））））

01/301/301/301/3期期期期 02/302/302/302/3期期期期 03/303/303/303/3期期期期
（（（（予想予想予想予想））））

139139139139 129129129129 128128128128 117117117117

168168168168
185185185185

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

国内国内国内国内シェアシェアシェアシェア維持確保維持確保維持確保維持確保

中国韓国市場中国韓国市場中国韓国市場中国韓国市場でのでのでのでの更更更更なるなるなるなる拡大拡大拡大拡大とととと欧米市場欧米市場欧米市場欧米市場へのへのへのへの進出進出進出進出

製品供給力製品供給力製品供給力製品供給力のののの向上向上向上向上

上上上上
期期期期

下下下下
期期期期

　　　　････ 携帯音源携帯音源携帯音源携帯音源チップビジネスチップビジネスチップビジネスチップビジネスのののの拡大拡大拡大拡大



世界世界世界世界のののの携帯電話端末市場動向携帯電話端末市場動向携帯電話端末市場動向携帯電話端末市場動向世界世界世界世界のののの携帯電話端末市場動向携帯電話端末市場動向携帯電話端末市場動向携帯電話端末市場動向

・・・・ 年間年間年間年間４４４４億台弱億台弱億台弱億台弱でででで再度成長基調再度成長基調再度成長基調再度成長基調にににに

乗乗乗乗りりりり始始始始めるめるめるめる

・・・・キャリアキャリアキャリアキャリアのののの新新新新たなたなたなたなサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供とととと

端末端末端末端末のののの高機能化高機能化高機能化高機能化によるによるによるによる買買買買いいいい替替替替ええええ

促進促進促進促進

・・・・ 中国市場中国市場中国市場中国市場がががが著著著著しくしくしくしく伸長伸長伸長伸長

98989898 99999999 00000000 01010101 02020202 03030303

Source: Source: Source: Source: 「「「「日経日経日経日経マーケットマーケットマーケットマーケット・・・・アクセスアクセスアクセスアクセス,,,,　　　　
http://ma.nikkeibp.co.jp/http://ma.nikkeibp.co.jp/http://ma.nikkeibp.co.jp/http://ma.nikkeibp.co.jp/, 2002, 2002, 2002, 2002年年年年8888月月月月」」」」

（（（（億台億台億台億台））））

（（（（予想予想予想予想））））

1111

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 



携帯保有（販売）台数と携帯保有（販売）台数と
音源チップビジネスの状況音源チップビジネスの状況

日本日本日本日本

韓国韓国韓国韓国

中国中国中国中国

欧米欧米欧米欧米

携帯保有携帯保有携帯保有携帯保有
台数台数台数台数

年間販売年間販売年間販売年間販売
台数台数台数台数

7000700070007000万台万台万台万台

3000300030003000万台万台万台万台

4000400040004000万台万台万台万台

1500150015001500万台万台万台万台

2222億台億台億台億台 1111億台億台億台億台

・・・・ 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは飽和状態飽和状態飽和状態飽和状態

・・・・ 殆殆殆殆どのどのどのどの携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは32323232和音以上和音以上和音以上和音以上がががが搭載搭載搭載搭載

・・・・ 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは飽和状態飽和状態飽和状態飽和状態

・・・・ 殆殆殆殆どのどのどのどの携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは音源音源音源音源チップチップチップチップ搭載搭載搭載搭載

・・・・ ローカルメーカーローカルメーカーローカルメーカーローカルメーカーがががが急進急進急進急進

・・・・ 単音単音単音単音からからからから和音和音和音和音へのへのへのへの動動動動きききき

・・・・ 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは高機能化高機能化高機能化高機能化によるによるによるによる買買買買いいいい替替替替ええええ進行進行進行進行

・・・・ 和音化和音化和音化和音化のののの動動動動きききき始始始始まるまるまるまる
2222億台億台億台億台

携帯音源携帯音源携帯音源携帯音源チップチップチップチップ市場動向市場動向市場動向市場動向

5555億台億台億台億台



当社音源当社音源当社音源当社音源チップチップチップチップ事業事業事業事業のののの強強強強みみみみ当社音源当社音源当社音源当社音源チップチップチップチップ事業事業事業事業のののの強強強強みみみみ

■■■■日本市場日本市場日本市場日本市場にににに於於於於けるけるけるけるSMAFソリューションソリューションソリューションソリューション提案提案提案提案へのへのへのへの評価評価評価評価

・・・・音源音源音源音源、、、、配信配信配信配信フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット(SMAF）、）、）、）、オーサリングツールオーサリングツールオーサリングツールオーサリングツール、、、、コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの　　　　

　　　　パッケージパッケージパッケージパッケージ化化化化がががが主要主要主要主要キャリアキャリアキャリアキャリアややややメーカーメーカーメーカーメーカー採用採用採用採用にににに結結結結びつくびつくびつくびつく

■■■■FM音源音源音源音源がががが高評価高評価高評価高評価

・・・・ FM音源音源音源音源のののの持持持持つつつつ高音域特性高音域特性高音域特性高音域特性のののの良良良良さやさやさやさや高高高高いいいい音色制御音色制御音色制御音色制御のののの自由度自由度自由度自由度がががが

品質的品質的品質的品質的にににに高評価高評価高評価高評価をををを得得得得ているているているている

■■■■日本日本日本日本でのでのでのでの成功事例成功事例成功事例成功事例がががが韓国韓国韓国韓国でででで評価評価評価評価
・・・・現地端末現地端末現地端末現地端末メーカーメーカーメーカーメーカーがががが輸出輸出輸出輸出モデルモデルモデルモデルにににに採用採用採用採用したことでしたことでしたことでしたことで世界躍進世界躍進世界躍進世界躍進へのへのへのへの可能性高可能性高可能性高可能性高めるめるめるめる

■■■■台湾台湾台湾台湾、、、、中国中国中国中国でのでのでのでの他社他社他社他社にににに先行先行先行先行したしたしたしたプロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

■■■■欧州欧州欧州欧州、、、、米国米国米国米国でのでのでのでの提案提案提案提案



電子金属事業電子金属事業電子金属事業電子金属事業電子金属事業電子金属事業電子金属事業電子金属事業

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益

・・・・歩留歩留歩留歩留りりりり改善改善改善改善によるによるによるによるインバーインバーインバーインバー材事業損益黒字化材事業損益黒字化材事業損益黒字化材事業損益黒字化

・・・・リードフレームリードフレームリードフレームリードフレーム材材材材のののの安定的供給安定的供給安定的供給安定的供給

02/302/302/302/3

03/303/303/303/3

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

（（（（億円億円億円億円））））

119119119119

▲▲▲▲20202020

▲▲▲▲3333

172172172172

92929292

80808080

66666666

53535353

（（（（予想予想予想予想））））

▲▲▲▲11111111

▲▲▲▲9999 ▲▲▲▲6666

（（（（予想予想予想予想））））

下期下期下期下期

上期上期上期上期

3333



リビングリビングリビングリビング事業事業事業事業リビングリビングリビングリビング事業事業事業事業

売上高売上高売上高売上高

営業利益営業利益営業利益営業利益

　　　　・・・・設計設計設計設計、、、、施工施工施工施工、、、、物流一体物流一体物流一体物流一体ののののコストダウンコストダウンコストダウンコストダウンによるによるによるによる損益分岐点下損益分岐点下損益分岐点下損益分岐点下げげげげ

　　　　・・・・アライアンスアライアンスアライアンスアライアンスののののスムーズスムーズスムーズスムーズなななな離陸離陸離陸離陸

02/302/302/302/3 03/303/303/303/302/302/302/302/3 03/303/303/303/3

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

（（（（億円億円億円億円））））457457457457 466466466466

10101010 9999

※※※※ ・・・・住宅着工数住宅着工数住宅着工数住宅着工数（（（（４４４４～～～～8888月月月月））））前年比前年比前年比前年比 ▲▲▲▲1.61.61.61.6％％％％
・・・・内内内内、、、、持家持家持家持家++++戸建分譲戸建分譲戸建分譲戸建分譲 ▲▲▲▲4.04.04.04.0％％％％

219219219219 230230230230

238238238238 236236236236
10101010

5555

4444

下期下期下期下期

上期上期上期上期

（（（（予想予想予想予想））））（（（（予想予想予想予想））））

0000



リビングリビングリビングリビング事業事業事業事業でのでのでのでのアライアンスアライアンスアライアンスアライアンスリビングリビングリビングリビング事業事業事業事業でのでのでのでのアライアンスアライアンスアライアンスアライアンス
（（（（株株株株））））エアーエアーエアーエアー・・・・ウォーターウォーターウォーターウォーター・・・・リビングリビングリビングリビングとのとのとのとの業務提携業務提携業務提携業務提携（（（（株株株株））））エアーエアーエアーエアー・・・・ウォーターウォーターウォーターウォーター・・・・リビングリビングリビングリビングとのとのとのとの業務提携業務提携業務提携業務提携

■■■■狙狙狙狙いいいい
－－－－両社両社両社両社のののの得意分野得意分野得意分野得意分野をををを相互相互相互相互にににに利用利用利用利用するするするする補完関係補完関係補完関係補完関係ををををベースベースベースベースにににに、、、、浴室機器浴室機器浴室機器浴室機器

　　　　事業事業事業事業のののの一層一層一層一層のののの強化強化強化強化ととととリフォームリフォームリフォームリフォーム需要需要需要需要へのへのへのへの対応力対応力対応力対応力UPをををを図図図図るるるる

－－－－浴室機器浴室機器浴室機器浴室機器のののの製造製造製造製造、、、、販売販売販売販売、、、、物流物流物流物流、、、、施工施工施工施工にににに関関関関するするするする包括的業務提携包括的業務提携包括的業務提携包括的業務提携

■■■■提携提携提携提携のののの概要概要概要概要

（（（（３３３３年以内年以内年以内年以内にににに商品統合商品統合商品統合商品統合、、、、開発開発開発開発、、、、生産体制生産体制生産体制生産体制のののの再編再編再編再編などをなどをなどをなどを実施実施実施実施））））

・戸建向け中・高級システムバス、マンションリフォーム用商品の統合

・生産の分担と拠点の集約化による生産効率UP

・デポの共同運営による物流コストの効率化

・当社のショールーム機能、提携先の施工力の相互利用による営業力のUP

■■■■効果効果効果効果

－－－－２２２２社合社合社合社合わせてわせてわせてわせて１０１０１０１０億円億円億円億円ののののコストダウンコストダウンコストダウンコストダウン（（（（2006/32006/32006/32006/3期期期期））））



レクリェｰションレクリェｰションレクリェｰションレクリェｰション事業事業事業事業レクリェｰションレクリェｰションレクリェｰションレクリェｰション事業事業事業事業

　　　　売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益

・・・・運営子決社収益力強化運営子決社収益力強化運営子決社収益力強化運営子決社収益力強化ととととキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー改善改善改善改善

・・・・年間集客数年間集客数年間集客数年間集客数のののの確保確保確保確保

02/302/302/302/3
03/303/303/303/3

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

（（（（億円億円億円億円））））

216216216216 216216216216

▲▲▲▲17171717
▲▲▲▲8888

108108108108

108108108108

113113113113

103103103103

（（（（予想予想予想予想））））

▲▲▲▲8888

▲▲▲▲9999

▲▲▲▲8888

（（（（予想予想予想予想））））

下期下期下期下期

上期上期上期上期 0000



そのそのそのその他事業他事業他事業他事業そのそのそのその他事業他事業他事業他事業

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益

・・・・携帯用携帯用携帯用携帯用ＭｇＭｇＭｇＭｇ部品部品部品部品のののの増産対応強化増産対応強化増産対応強化増産対応強化とととと確実確実確実確実なななな利益貢献利益貢献利益貢献利益貢献

・・・・自動車用内装部品自動車用内装部品自動車用内装部品自動車用内装部品のののの製造製造製造製造コストダウンコストダウンコストダウンコストダウンとととと新規顧客新規顧客新規顧客新規顧客のののの拡大拡大拡大拡大

02/302/302/302/3

03/303/303/303/3

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

（（（（億円億円億円億円））））

184184184184
203203203203

▲▲▲▲4444

4444

▲▲▲▲1111

▲▲▲▲3333

5555

▲▲▲▲ 1111

88888888

96969696

100100100100

103103103103
（（（（予想予想予想予想））））

（（（（予想予想予想予想））））

下期下期下期下期

上期上期上期上期



コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

■コンプライアンス基準の整備

　－枠組みを示す｢グループ・マネジメント・ポリシー｣の制定
　－｢グループマネジメント規程｣等規程の再整備
　－行動指針｢グループ・コンプライアンス・ガイド｣

■コンプライアンス推進のための組織体制整備
　－全社委員決｢コンプライアンス委員決｣
　－コンプライアンス専任者の設置
　－ホットラインの導入

ヤマハの行動規範としての｢ステ－クホルダ－ヘの約束｣を
実践するため、企業倫理、法令の遵守への積極的な取り組み
を具体化するコンプライアンス・マネジメントシステムの策定



（（（（１１１１）））） ISOISOISOISO１４００１１４００１１４００１１４００１取得推進取得推進取得推進取得推進

■■■■目的目的目的目的：　　：　　：　　：　　・・・・ヤマハグループヤマハグループヤマハグループヤマハグループのののの環境取環境取環境取環境取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

　　　　　　　　　　　　････グループグループグループグループ共通共通共通共通のののの環境環境環境環境マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムのののの導入導入導入導入

　　　　■■■■取得計画取得計画取得計画取得計画：：：： ヤマハヤマハヤマハヤマハ本体本体本体本体　　　　取得完了取得完了取得完了取得完了 ：：：： ２００１２００１２００１２００１年年年年３３３３月月月月　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヤマハヤマハヤマハヤマハ国内外関連決社国内外関連決社国内外関連決社国内外関連決社：：：： ２００３２００３２００３２００３年年年年３３３３月月月月　　　　取得完了予定取得完了予定取得完了予定取得完了予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※※※※現状現状現状現状　　　　対象対象対象対象２８２８２８２８関連決社関連決社関連決社関連決社　　　　２３２３２３２３社社社社　　　　取得済取得済取得済取得済

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５５５５社社社社　　　　取得推進中取得推進中取得推進中取得推進中　　　　　　　　

環境への配慮環境への配慮

（（（（２２２２）））） グリーングリーングリーングリーン調達調達調達調達のののの推進推進推進推進

■■■■目的目的目的目的：　　：　　：　　：　　環境配慮製品環境配慮製品環境配慮製品環境配慮製品をををを提供提供提供提供するためにするためにするためにするために、、、、取引先各社取引先各社取引先各社取引先各社とととと協力協力協力協力してしてしてして調達調達調達調達するするするする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部品部品部品部品・・・・原材料中原材料中原材料中原材料中のののの有害化学物質有害化学物質有害化学物質有害化学物質などのなどのなどのなどの環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷をををを低減低減低減低減するするするする　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■■■■グリーングリーングリーングリーン調達基準調達基準調達基準調達基準：　：　：　：　重金属重金属重金属重金属などのなどのなどのなどの３１３１３１３１化学物質群化学物質群化学物質群化学物質群のののの含有含有含有含有をををを制限制限制限制限

　　　　■■■■２００２２００２２００２２００２年年年年６６６６月月月月：　：　：　：　取引先取引先取引先取引先２００２００２００２００社社社社にににに対対対対しししし決決決決決決決決決決決決をををを実施実施実施実施ししししグリーングリーングリーングリーン調達調達調達調達へのへのへのへの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協力要請協力要請協力要請協力要請



付付 属属 資資 料料



1 ,4831 ,4831 ,4831 ,483 1 ,5221 ,5221 ,5221 ,522 1 ,5221 ,5221 ,5221 ,522

430430430430 446446446446

356356356356 329329329329

213213213213

444444444444

339339339339

205205205205235235235235

01/901/901/901/9 02/902/902/902/9 02/902/902/902/9

中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期地域別売上高地域別売上高地域別売上高地域別売上高地域別売上高地域別売上高地域別売上高地域別売上高

日日日日 本本本本

北北北北 米米米米

欧欧欧欧 州州州州

そのそのそのその他他他他

為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響
調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後

(+5.0)(+5.0)(+5.0)(+5.0)

(+3.7)(+3.7)(+3.7)(+3.7)

(+2.7)(+2.7)(+2.7)(+2.7)

（（（（▲▲▲▲9.4%)9.4%)9.4%)9.4%)

((((▲▲▲▲2.9)2.9)2.9)2.9)

((((▲▲▲▲12.8 %)12.8 %)12.8 %)12.8 %)

(+3.3)(+3.3)(+3.3)(+3.3)

(  )(  )(  )(  )内内内内はははは前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

（（（（（（（（億円億円億円億円））））億円億円億円億円））））

2487248724872487 2537253725372537 2500250025002500（（（（+2.0%)+2.0%)+2.0%)+2.0%) （（（（+0.5%)+0.5%)+0.5%)+0.5%)



（（（（億円億円億円億円））））

中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期 地域別営業利益地域別営業利益地域別営業利益地域別営業利益地域別営業利益地域別営業利益地域別営業利益地域別営業利益

▲▲▲▲23232323消 去消 去消 去消 去

19191919
そ のそ のそ のそ の 他他他他
地 域地 域地 域地 域

▲▲▲▲3333欧 州欧 州欧 州欧 州

13131313北 米北 米北 米北 米

71717171日 本日 本日 本日 本

01/901/901/901/9
実実実実 績績績績

▲▲▲▲4444

▲▲▲▲5555

+13+13+13+13

+ 8+ 8+ 8+ 8

+42+42+42+42

＋＋＋＋/▲▲▲▲

+54+54+54+5477777777計計計計

▲▲▲▲27272727

14141414

10101010

21212121

113113113113

02/902/902/902/9
実実実実 績績績績

131131131131

+ 1+ 1+ 1+ 1

0000

+27+27+27+27

為替影響為替影響為替影響為替影響

+28+28+28+28

▲▲▲▲4444

+15+15+15+15

実質実質実質実質
+/▲▲▲▲

+26+26+26+26

+ 8+ 8+ 8+ 8

+12+12+12+12

▲▲▲▲5555



（（（（億円億円億円億円））））

中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期 営業外収支営業外収支営業外収支営業外収支営業外収支営業外収支営業外収支営業外収支

▲▲▲▲15151515そのそのそのその他営業外収支他営業外収支他営業外収支他営業外収支

▲▲▲▲10101010金 融 収 支金 融 収 支金 融 収 支金 融 収 支

23232323持分法投資利益持分法投資利益持分法投資利益持分法投資利益

01/901/901/901/9
実実実実 績績績績

▲▲▲▲ 2222

+ 3+ 3+ 3+ 3

+12+12+12+12

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

+13+13+13+13▲▲▲▲ 2222計計計計

▲▲▲▲17171717

▲▲▲▲ 7777

35353535

02/902/902/902/9
実実実実 績績績績

+11+11+11+11



（（（（億円億円億円億円））））

中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期中間期 特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益特別損益

▲▲▲▲ 1111

12121212

▲▲▲▲ 4444

01/901/901/901/9

実実実実 績績績績

+ 2+ 2+ 2+ 2

▲▲▲▲ 28282828

▲▲▲▲ 1111

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

▲▲▲▲27272727+ 7+ 7+ 7+ 7

そ のそ のそ のそ の 他他他他

投資有価証券損益投資有価証券損益投資有価証券損益投資有価証券損益

固固固固定定定定資資資資産産産産処処処処分分分分損益損益損益損益

計計計計

1111

▲▲▲▲16161616

▲▲▲▲ 5555

02/902/902/902/9

実実実実 績績績績

▲▲▲▲20202020



2,9002,9002,9002,900 3,0323,0323,0323,032

935935935935 961961961961 989989989989

734734734734
828828828828 795795795795

3,0323,0323,0323,032

475475475475
479479479479 478478478478

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3 03/303/303/303/3

　　　　　　　　通期通期通期通期　　　　　　　　通期通期通期通期地域別売上高予想地域別売上高予想地域別売上高予想地域別売上高予想地域別売上高予想地域別売上高予想地域別売上高予想地域別売上高予想

為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響為替影響
調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後調整後

(+2.8)(+2.8)(+2.8)(+2.8)

(+4.6)(+4.6)(+4.6)(+4.6)

（（（（+0.8)+0.8)+0.8)+0.8)

(+12.8)(+12.8)(+12.8)(+12.8)

日日日日日日日日 本本本本本本本本

北北北北北北北北 米米米米米米米米

欧欧欧欧欧欧欧欧 州州州州州州州州

他他他他他他他他

(+5.8)(+5.8)(+5.8)(+5.8)

（（（（+0.6)+0.6)+0.6)+0.6)

(+8.3)(+8.3)(+8.3)(+8.3)

（（（（（（（（億円億円億円億円））））億円億円億円億円））））

(  )(  )(  )(  )内内内内はははは前期比前期比前期比前期比

（（（（予想予想予想予想））））

50445044504450445044504450445044
53005300530053005300530053005300 52945294529452945294529452945294（（（（+5.1%)+5.1%)+5.1%)+5.1%) （（（（+5.0%)+5.0%)+5.0%)+5.0%)



（（（（億円億円億円億円））））

通期通期通期通期通期通期通期通期 地域別営業利益予想地域別営業利益予想地域別営業利益予想地域別営業利益予想地域別営業利益予想地域別営業利益予想地域別営業利益予想地域別営業利益予想

1111消 去消 去消 去消 去

37373737
そ のそ のそ のそ の 他他他他
地 域地 域地 域地 域

6666欧 州欧 州欧 州欧 州

34343434北 米北 米北 米北 米

32323232日 本日 本日 本日 本

02/302/302/302/3
実実実実 績績績績

▲▲▲▲1111

0000

++++18181818

+14+14+14+14

++++104104104104

＋＋＋＋/▲▲▲▲

+135+135+135+135110110110110計計計計

37373737

24242424

48484848

136136136136

03/303/303/303/3
予想予想予想予想

245245245245

+ 1+ 1+ 1+ 1

0000

+41+41+41+41

為替影響為替影響為替影響為替影響

+42+42+42+42

▲▲▲▲1111

0000

++++63636363

実質実質実質実質
+/▲▲▲▲

+93+93+93+93

++++14141414

++++17171717



11,84611,84611,84611,846

11,17411,17411,17411,174 11,62011,62011,62011,620

11,94011,94011,94011,94012,32512,32512,32512,32512,56512,56512,56512,565

9,0349,0349,0349,034 9,9529,9529,9529,952

00/300/300/300/3 01/301/301/301/3 02/302/302/302/3 03/303/303/303/3

期期期期期期期期末末末末末末末末従従従従従従従従業業業業業業業業員員員員員員員員数数数数数数数数
（（（（人人人人））））

（（（（予想予想予想予想））））

21,59921,59921,59921,599 22,27722,27722,27722,277

海海海海海海海海 外外外外外外外外

日日日日日日日日 本本本本本本本本

23,02023,02023,02023,020 23,56023,56023,56023,560
（（（（内内内内、、、、新規連結新規連結新規連結新規連結 145145145145））））（（（（内内内内、、、、新規連結新規連結新規連結新規連結 1,0271,0271,0271,027））））



148148148148
166166166166 180180180180185185185185 (187)(187)(187)(187)(187)(187)(187)(187)(173)(173)(173)(173)

(286)(286)(286)(286)

00/300/300/300/3 01/301/301/301/3 02/302/302/302/3 03/303/303/303/3
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資
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減
価
償
却
費

減
価
償
却
費

減
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償
却
費

減
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償
却
費

減
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償
却
費

減
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償
却
費

減
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償
却
費

減
価
償
却
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設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

（（（（億円億円億円億円））））

（（（（予想予想予想予想））））



112112112112 115115115115 115115115115

50505050 50505050 51515151 53535353

69696969 50505050 59595959 62626262

106106106106

00/300/300/300/3 01/301/301/301/3 02/302/302/302/3 03/303/303/303/3

研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費
（（（（億円億円億円億円））））

（（（（予想予想予想予想））））

225225225225 212212212212 225225225225

電子機器電子機器電子機器電子機器電子機器電子機器電子機器電子機器 他他他他他他他他

ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ

楽楽楽楽楽楽楽楽 器器器器器器器器

230230230230



予想貸借対照表予想貸借対照表予想貸借対照表予想貸借対照表予想貸借対照表予想貸借対照表予想貸借対照表予想貸借対照表
（（（（億円億円億円億円））））

現 預 金現 預 金現 預 金現 預 金

売 上 債 権売 上 債 権売 上 債 権売 上 債 権

棚 卸 資 産棚 卸 資 産棚 卸 資 産棚 卸 資 産

他 流 動 資 産他 流 動 資 産他 流 動 資 産他 流 動 資 産

固 定 資 産固 定 資 産固 定 資 産固 定 資 産

資 産 計資 産 計資 産 計資 産 計

仕 入 債 務仕 入 債 務仕 入 債 務仕 入 債 務

借 入 金借 入 金借 入 金借 入 金

転 換 社 債転 換 社 債転 換 社 債転 換 社 債

他 負 債他 負 債他 負 債他 負 債

資 本 計資 本 計資 本 計資 本 計

負債負債負債負債 ・・・・ 資 本計資本計資本計資本計

01/901/901/901/9末末末末

382  382  382  382  

796796796796

1,0451,0451,0451,045

157157157157

2,8282,8282,8282,828

5,2085,2085,2085,208

421421421421

954954954954

243243243243

1,6391,6391,6391,639

1,9511,9511,9511,951

5,2085,2085,2085,208

02/902/902/902/9末末末末

403403403403

814814814814

907907907907

153153153153

2,9612,9612,9612,961

5,2385,2385,2385,238

425425425425

855855855855

243243243243

1,6551,6551,6551,655

2,0602,0602,0602,060

5,2385,2385,2385,238

02/302/302/302/3末末末末

411411411411

718718718718

843843843843

139139139139

2,9862,9862,9862,986

5,0975,0975,0975,097

369369369369

718718718718

243243243243

1,7471,7471,7471,747

2,0202,0202,0202,020

5,0975,0975,0975,097

03/303/303/303/3末末末末

400400400400

777757575757

888800000000

111152525252

2,9942,9942,9942,994

5,1035,1035,1035,103

370370370370

686686686686

243243243243

1,6701,6701,6701,670

2,1342,1342,1342,134

5,1035,1035,1035,103



このこのこのこの資料資料資料資料のののの中中中中でででで、、、、将来将来将来将来のののの見通見通見通見通しにしにしにしに関関関関するするするする数値数値数値数値につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、

ヤマハヤマハヤマハヤマハ及及及及びびびびヤマハグループヤマハグループヤマハグループヤマハグループ各社各社各社各社のののの現時点現時点現時点現時点でのでのでのでの入手可能入手可能入手可能入手可能なななな

情報情報情報情報にににに基基基基いておりいておりいておりいており、、、、このこのこのこの中中中中にはにはにはにはリスクリスクリスクリスクやややや不確定不確定不確定不確定なななな要因要因要因要因もももも

含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。

従従従従いましていましていましていまして、、、、実際実際実際実際のののの業績業績業績業績はははは、、、、事業事業事業事業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経済環境経済環境経済環境経済環境、、、、需要需要需要需要

動向動向動向動向、、、、米米米米ドルドルドルドル、、、、ユーロユーロユーロユーロをををを中心中心中心中心とするとするとするとする為替動向等為替動向等為替動向等為替動向等によりによりによりにより、、、、これらこれらこれらこれら

のののの業績見通業績見通業績見通業績見通しとしとしとしと大大大大きくきくきくきく異異異異なるなるなるなる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。




