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2003/32003/32003/32003/3期期期期 決決決決決決決決のののの概要概要概要概要
■■■■ 営業利益営業利益営業利益営業利益、、、、当期利益当期利益当期利益当期利益はははは過去最高益過去最高益過去最高益過去最高益をををを計上計上計上計上　　　　　　　　　　　　　　　　

営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　 320320320320億円億円億円億円 （（（（過去最高過去最高過去最高過去最高　　　　97/397/397/397/3　　　　296296296296億円億円億円億円））））

当期利益当期利益当期利益当期利益　　　　 179179179179億円億円億円億円 （（（（過去最高過去最高過去最高過去最高　　　　97/397/397/397/3　　　　140140140140億円億円億円億円））））

■■■■ 売上高売上高売上高売上高はははは5555期振期振期振期振りにりにりにりに前期比増収前期比増収前期比増収前期比増収 （（（（+4.0%+4.0%+4.0%+4.0%））））

　　　　　　　　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のののの増収増収増収増収がががが主因主因主因主因

■■■■ 銀行株式銀行株式銀行株式銀行株式をををを中心中心中心中心とするとするとするとする保有株式保有株式保有株式保有株式のののの株価下落株価下落株価下落株価下落にににに伴伴伴伴うううう評価損評価損評価損評価損をををを　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　特別損失特別損失特別損失特別損失としてとしてとしてとして計上計上計上計上 （（（（77777777億円億円億円億円））））

■■■■ 構造改革費用構造改革費用構造改革費用構造改革費用としてとしてとしてとしてリストラリストラリストラリストラ関連関連関連関連のののの特別損失特別損失特別損失特別損失をををを計上計上計上計上 （（（（23232323億円億円億円億円））））

■■■■ 期末棚卸資産期末棚卸資産期末棚卸資産期末棚卸資産はははは、、、、ほぼほぼほぼほぼ適正水準適正水準適正水準適正水準 （（（（前期末比前期末比前期末比前期末比▲▲▲▲42424242億円億円億円億円のののの801801801801億円億円億円億円））））　　　　　　　　

■■■■ 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はははは改善改善改善改善 ((((前期末比前期末比前期末比前期末比91919191億円億円億円億円のののの減少減少減少減少））））



業業業業 績績績績 概概概概 要要要要
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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
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2003/32003/32003/32003/3期期期期のまとめのまとめのまとめのまとめ

■■■■ ｢｢｢｢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向上収益力向上収益力向上収益力向上
　　　　(1) (1) (1) (1) 楽器事業楽器事業楽器事業楽器事業のののの増収増益増収増益増収増益増収増益
　　　　　　　　　　　　 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 　　　　 02/302/302/302/3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03/303/303/303/3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.71.71.71.7％　　　％　　　％　　　％　　　→→→→　　　　　　　　 3.33.33.33.3％　％　％　％　
　　　　(2) (2) (2) (2) ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ事業事業事業事業はははは、、、、減収減収減収減収となるもののとなるもののとなるもののとなるものの、、、、収益性収益性収益性収益性はははは改善改善改善改善

　　　　 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 　　　　 02/302/302/302/3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03/303/303/303/3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.23.23.23.2％　　　％　　　％　　　％　　　→→→→　　　　　　　　 3.93.93.93.9％％％％ 　　　　　　　　

(3) (3) (3) (3) 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をををを達成達成達成達成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 半導体売上高半導体売上高半導体売上高半導体売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.91.91.91.9倍倍倍倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　3.23.23.23.2倍倍倍倍　　　　　　　　

■■■■ ｢｢｢｢生活生活生活生活・・・・余暇事業群余暇事業群余暇事業群余暇事業群｣、｢｣、｢｣、｢｣、｢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｣｣｣｣でのでのでのでの損失縮小損失縮小損失縮小損失縮小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 02/302/302/302/3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03/303/303/303/3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲▲▲34343434億円億円億円億円　　　　 →→→→　　　　　　　　▲▲▲▲23232323億円億円億円億円



◆◆◆◆楽器楽器楽器楽器　　　　　　　　・・・・中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策のののの推進推進推進推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持持持持ちちちち株決社株決社株決社株決社はははは、、、、2003200320032003年年年年4444月予定通月予定通月予定通月予定通りりりり業務開始業務開始業務開始業務開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ピアノピアノピアノピアノ・・・・ギターギターギターギター工場工場工場工場　　　　　　　　2004200420042004年年年年4444月生産開始月生産開始月生産開始月生産開始

　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・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開拓開拓開拓開拓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大人大人大人大人のののの音楽音楽音楽音楽クラブクラブクラブクラブ｢｢｢｢ミューズクラブミューズクラブミューズクラブミューズクラブ札幌札幌札幌札幌｣｣｣｣オープンオープンオープンオープン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 成人専用音楽教室布石成人専用音楽教室布石成人専用音楽教室布石成人専用音楽教室布石　　　　52525252拠点拠点拠点拠点 （（（（→→→→3333年後年後年後年後100100100100拠点目標拠点目標拠点目標拠点目標））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 楽器楽器楽器楽器レンタルサービススタートレンタルサービススタートレンタルサービススタートレンタルサービススタート　　　　2003200320032003年年年年4444月月月月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「「「「光光光光るるるるギターギターギターギター::::EZEZEZEZ----EGEGEGEG」」」」16,00016,00016,00016,000本本本本をををを超超超超えるえるえるえるヒットヒットヒットヒット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・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

　　　　　　　　　　　　 アメリカアメリカアメリカアメリカでででで専任組織化専任組織化専任組織化専任組織化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・メディアメディアメディアメディア関連関連関連関連ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの展開展開展開展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミュージックミュージックミュージックミュージック・・・・イーイーイーイー・・・・ネットネットネットネット設立設立設立設立　　　　2002200220022002年年年年9999月月月月

2003/32003/32003/32003/3期期期期のののの施策施策施策施策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況



2003/32003/32003/32003/3期期期期のののの施策施策施策施策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

◆◆◆◆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新製品新製品新製品新製品のののの拡充拡充拡充拡充

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＳＯＨＯ、ＳＯＨＯ、ＳＯＨＯ、ＳＯＨＯ、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向向向向けけけけルータービジネスルータービジネスルータービジネスルータービジネス拡大拡大拡大拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蘇州工場蘇州工場蘇州工場蘇州工場はははは予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり、、、、2003200320032003年年年年3333月生産開始月生産開始月生産開始月生産開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆◆◆◆半導体半導体半導体半導体　　　　　　　　携帯用音源携帯用音源携帯用音源携帯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拡大拡大拡大拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　韓国韓国韓国韓国、、、、中国中国中国中国へのへのへのへの出荷急増出荷急増出荷急増出荷急増

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　供給体制整備供給体制整備供給体制整備供給体制整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆◆◆◆ゴルフゴルフゴルフゴルフ　　　　 　　　　新製品新製品新製品新製品｢｢｢｢インプレスインプレスインプレスインプレス｣｣｣｣ヒットヒットヒットヒット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　生産生産生産生産ののののアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングとととと業務改革業務改革業務改革業務改革によるによるによるによる収益力回復収益力回復収益力回復収益力回復



収益体質収益体質収益体質収益体質のののの強化強化強化強化

当期当期当期当期ののののP/LP/LP/LP/L影響額影響額影響額影響額

7777億円億円億円億円（（（（特別損失特別損失特別損失特別損失））））

5555億円億円億円億円（（（（特別損失特別損失特別損失特別損失））））

10101010億円億円億円億円（（（（特別損失特別損失特別損失特別損失））））

■■■■ リストラクチャリングリストラクチャリングリストラクチャリングリストラクチャリングのののの推進推進推進推進

・・・・ＣＤＲＣＤＲＣＤＲＣＤＲ////ＲＷＲＷＲＷＲＷドライブドライブドライブドライブ事業撤退事業撤退事業撤退事業撤退（（（（2003/32003/32003/32003/3末末末末））））

・・・・リゾートリゾートリゾートリゾート施設施設施設施設「「「「寸座寸座寸座寸座ビラビラビラビラ」」」」閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖（（（（2003/62003/62003/62003/6末末末末））））

　　　　 ・・・・「「「「キロロキロロキロロキロロ」」」」ゴルフゴルフゴルフゴルフ場閉鎖場閉鎖場閉鎖場閉鎖（（（（2003/102003/102003/102003/10末末末末））））

■■■■ 生生生生きききき残残残残りのためのりのためのりのためのりのため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推進推進推進推進

　　　　 ・・・・エアエアエアエア・・・・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社社社社とのとのとのとの包括業務提携包括業務提携包括業務提携包括業務提携 （（（（2002/112002/112002/112002/11月月月月））））

　　　　 ・・・・仕上仕上仕上仕上げげげげ用用用用ロボットロボットロボットロボット分野分野分野分野でのでのでのでのファナックファナックファナックファナック社社社社とのとのとのとの提携提携提携提携 （（（（2002/122002/122002/122002/12月月月月))))



2004/32004/3期期計画計画



2004/32004/32004/32004/3期期期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 ・・・・ 世界景気世界景気世界景気世界景気はははは不透決感拡大不透決感拡大不透決感拡大不透決感拡大

・・・・ 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とととと
アコースティックアコースティックアコースティックアコースティック分野分野分野分野（（（（ピアノピアノピアノピアノ、、、、管楽器等管楽器等管楽器等管楽器等））））をををを
　　　　　　　　中心中心中心中心にににに中国製品中国製品中国製品中国製品のののの台頭台頭台頭台頭

■■■■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構造変化構造変化構造変化構造変化とととと競争激化競争激化競争激化競争激化
・・・・ デジタルデジタルデジタルデジタル化化化化、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化のののの進行進行進行進行

■■■■リビングリビングリビングリビング ・・・・ 新築住宅着工数減少継続新築住宅着工数減少継続新築住宅着工数減少継続新築住宅着工数減少継続

・・・・ 業界業界業界業界はははは、、、、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にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きききき活発化活発化活発化活発化

■■■■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欧米欧米欧米欧米でででで
　　　　増加増加増加増加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 ・・・・ 銅系銅系銅系銅系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料市場材料市場材料市場材料市場はははは引引引引きききき続続続続きききき堅調堅調堅調堅調

■■■■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 ・・・・ 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とととと業界再編業界再編業界再編業界再編のののの進行進行進行進行



2004/32004/32004/32004/3期期期期のののの事業執行上事業執行上事業執行上事業執行上ののののポイントポイントポイントポイント

■■■■連結利益連結利益連結利益連結利益のののの確保確保確保確保

　　　　　　　　　　　　

■■■■グローバルグローバルグローバルグローバル経営経営経営経営のののの推進推進推進推進、、、、強化強化強化強化

■■■■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のののの強化強化強化強化



2004/32004/32004/32004/3期期期期 業績予想業績予想業績予想業績予想
（（（（億円億円億円億円））））

------------ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ ((((円円円円 ))))

++++62.0%62.0%62.0%62.0%79797979100100100100当期利益当期利益当期利益当期利益

+3.6%+3.6%+3.6%+3.6%196196196196142142142142経常利益経常利益経常利益経常利益

----189189189189131131131131営業利益営業利益営業利益営業利益

+4.3%+4.3%+4.3%+4.3%2,7102,7102,7102,7102,5372,5372,5372,537売 上 高売 上 高売 上 高売 上 高

増減率増減率増減率増減率
04/304/304/304/3予想予想予想予想03/303/303/303/3実績実績実績実績

------------ＲＯＥＲＯＥＲＯＥＲＯＥ ((((％）％）％）％）

----55555555
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））））

86.786.786.786.7

179179179179
(3.4%)(3.4%)(3.4%)(3.4%)

338338338338
(6.4%)(6.4%)(6.4%)(6.4%)

320320320320
(6.1%)(6.1%)(6.1%)(6.1%)

5,2475,2475,2475,247

10101010

--------

120120120120170170170170

155155155155195195195195

135135135135185185185185

2,7802,7802,7802,7802,6902,6902,6902,690

--------

55555555

290290290290
(5.3%(5.3%(5.3%(5.3%))))

350350350350
(6.4%)(6.4%)(6.4%)(6.4%)

320320320320
(5.9%)(5.9%)(5.9%)(5.9%)

5,4705,4705,4705,470

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

----

150150150150

200200200200

250250250250

5,6005,6005,6005,600

04/304/304/304/3

中期計画中期計画中期計画中期計画

----

----

8.68.68.68.6

140.7140.7140.7140.7

12.712.712.712.7



為替為替為替為替レートレートレートレート

0000121121121121122122122122

+5+5+5+5

▲▲▲▲ 1111----

+21+21+21+21125125125125117117117117

▲▲▲▲15 15 15 15 121121121121123123123123

影響額影響額影響額影響額
＜＜＜＜04/304/304/304/3予想予想予想予想＞＞＞＞＜＜＜＜03/303/303/303/3実績実績実績実績＞＞＞＞

+35+35+35+35115115115115

0000----

億円億円億円億円

122122122122

121121121121

122122122122

116116116116

120120120120120120120120

125125125125125125125125

120120120120120120120120

125125125125125125125125

120120120120

125125125125

120120120120

125125125125

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

+35+35+35+35

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

118118118118

円円円円



2,9262,9262,9262,926 3,0203,0203,0203,020 3018301830183018

837837837837 900900900900 897897897897

475475475475475475475475460460460460

615615615615 615615615615
606606606606

418418418418 460460460460 460460460460

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3 04/304/304/304/3

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 器器器器

ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・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

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 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））））

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

(+7.5)(+7.5)(+7.5)(+7.5)

（（（（+3.2)+3.2)+3.2)+3.2)

（（（（+10.0)+10.0)+10.0)+10.0)

(+7.2)(+7.2)(+7.2)(+7.2)

(+3.1)(+3.1)(+3.1)(+3.1)

(+1.5)(+1.5)(+1.5)(+1.5)

（（（（+4.3%)+4.3%)+4.3%)+4.3%) （（（（+4. 2%)+4. 2%)+4. 2%)+4. 2%)5,2475,2475,2475,247
5,4705,4705,4705,470 5,4655,4655,4655,465

(  )(  )(  )(  )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））））



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））））

03/303/303/303/3営業利益営業利益営業利益営業利益 04/304/304/304/3営業利益営業利益営業利益営業利益
（（（（予想予想予想予想））））

+33+33+33+33+33+33+33+33

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

+35+35+35+35+35+35+35+35

320320320320320320320320

営業営業営業営業

粗利益率減粗利益率減粗利益率減粗利益率減

▲▲▲▲▲▲▲▲1111111111111111

▲▲▲▲▲▲▲▲1111111111111111 年金年金年金年金▲▲▲▲▲▲▲▲4646464646464646

販管費増販管費増販管費増販管費増

320320320320320320320320

内新規連結内新規連結内新規連結内新規連結
▲▲▲▲30303030



（（（（億円億円億円億円））））

2004/32004/32004/32004/3期期期期 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

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

193193193193電子機器電子機器電子機器電子機器・・・・金属金属金属金属

5555リ ビ ン グリ ビ ン グリ ビ ン グリ ビ ン グ

32323232Ａ ＶＡ ＶＡ ＶＡ Ｖ ・・・・ Ｉ ＴＩ ＴＩ ＴＩ Ｔ

98989898楽 器楽 器楽 器楽 器

03/303/303/303/3
実実実実 績績績績

4444そ のそ のそ のそ の 他他他他

++++　　　　6666

++++ 3333

++++　　　　5555

++++22222222

＋＋＋＋/▲▲▲▲

▲▲▲▲ 1111

0000320320320320計計計計

▲▲▲▲ 5555

157157157157

8888

37373737

120120120120

04/304/304/304/3
予想予想予想予想

3333

320320320320

+13+13+13+13

+22+22+22+22

為替影響為替影響為替影響為替影響

+35+35+35+35

++++　　　　6666

▲▲▲▲36363636

0000

実実実実質質質質
+/▲▲▲▲

▲▲▲▲　　　　1111

▲▲▲▲35353535

▲▲▲▲　　　　8888

++++　　　　3333

　　　　▲▲▲▲11111111

▲▲▲▲36363636



1.601.601.601.60
1.831.831.831.83

2.012.012.012.01
2.262.262.262.26

408408408408 365365365365

338338338338

248248248248
256256256256

441441441441445445445445

66666666
84848484

129129129129 86868686

65656565

61616161
44444444

37373737

279279279279

01/301/301/301/3 02/302/302/302/3 03/303/303/303/3 04/304/304/304/3

棚棚棚棚卸卸卸卸資資資資産産産産

（（（（億円億円億円億円））））

977977977977

843843843843

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

801801801801

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

731731731731

（（（（予想予想予想予想））））



▲145▲145▲145▲145

186186186186

114114114114

232232232232

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））））

01/301/301/301/3

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3 04/304/304/304/3
（（（（予想予想予想予想））））



704704704704
551551551551

460460460460
351351351351

403403403403

381381381381
368368368368

263263263263

01/3 02/3 03/3 04/3
(予想）

1,1071,1071,1071,107

リゾートリゾートリゾートリゾート決員権決員権決員権決員権

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

実質有利子負債等実質有利子負債等実質有利子負債等実質有利子負債等

（（（（億円億円億円億円））））

　　　　　　　　

614614614614

828828828828

932932932932



個別事業の施策個別事業の施策



アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場 ・・・・経営資源経営資源経営資源経営資源のののの集中投下集中投下集中投下集中投下によるによるによるによる積極的市場開拓積極的市場開拓積極的市場開拓積極的市場開拓とととと
売上拡大売上拡大売上拡大売上拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・特特特特にににに中国中国中国中国・・・・韓国韓国韓国韓国でのでのでのでの現法設立現法設立現法設立現法設立によるによるによるによる市場開拓市場開拓市場開拓市場開拓のののの
スピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ

楽器事業施策楽器事業施策楽器事業施策楽器事業施策
■■■■市場別政策市場別政策市場別政策市場別政策

国内市場国内市場国内市場国内市場 ・・・・業務改革業務改革業務改革業務改革によるによるによるによる効率効率効率効率UPUPUPUPとととと固定費削減固定費削減固定費削減固定費削減によるによるによるによる
　　　　 収益性収益性収益性収益性のののの改善改善改善改善

・・・・成人需要開拓成人需要開拓成人需要開拓成人需要開拓のためののためののためののための普及普及普及普及・・・・商品政策商品政策商品政策商品政策のののの推進推進推進推進

■■■■商品政策商品政策商品政策商品政策 ・・・・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音楽制作市場向音楽制作市場向音楽制作市場向音楽制作市場向けけけけビジネスビジネスビジネスビジネスのののの拡大拡大拡大拡大
商品商品商品商品のののの継続的市場投入継続的市場投入継続的市場投入継続的市場投入とととと欧米欧米欧米欧米でのでのでのでの業務用販売業務用販売業務用販売業務用販売ルートルートルートルート

　　　　 開拓開拓開拓開拓とととと体制強化体制強化体制強化体制強化

・・・・成人向成人向成人向成人向けけけけビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルのののの開発開発開発開発
商品開発商品開発商品開発商品開発／／／／普及普及普及普及プログラムプログラムプログラムプログラム開発開発開発開発／／／／拠点布石拠点布石拠点布石拠点布石

欧米市場欧米市場欧米市場欧米市場 ・・・・市場市場市場市場のののの成長成長成長成長ととととシェアアップシェアアップシェアアップシェアアップによるによるによるによる安定的売上増安定的売上増安定的売上増安定的売上増

・・・・欧州統括決社軌道乗欧州統括決社軌道乗欧州統括決社軌道乗欧州統括決社軌道乗せによるせによるせによるせによる経営効率経営効率経営効率経営効率のののの向上向上向上向上



国内成人需要国内成人需要国内成人需要国内成人需要のののの開拓開拓開拓開拓
■■■■ 普及基盤普及基盤普及基盤普及基盤のののの整備整備整備整備 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　・・・・UnistyleUnistyleUnistyleUnistyle 　　　　郊外型郊外型郊外型郊外型のののの新新新新コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト教室教室教室教室をををを20202020決場布石決場布石決場布石決場布石
　　　　（（（（中期布石目標中期布石目標中期布石目標中期布石目標200200200200決場決場決場決場））））

　　　　・・・・コアコアコアコア１００１００１００１００ 　　　　都市型成人専用教室都市型成人専用教室都市型成人専用教室都市型成人専用教室をををを20202020決場布石決場布石決場布石決場布石

　（　（　（　（中期布石目標中期布石目標中期布石目標中期布石目標100100100100決場決場決場決場））））

　　　　・・・・MuseClubMuseClubMuseClubMuseClub　　　　　　　　 　　　　新新新新しいしいしいしい決員制音楽決員制音楽決員制音楽決員制音楽スタジオスタジオスタジオスタジオ
　　　　札幌札幌札幌札幌でででで運営運営運営運営ノウハウノウハウノウハウノウハウ確立後確立後確立後確立後、、、、全国展開全国展開全国展開全国展開へへへへ　　　　

■■■■ 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施策及施策及施策及施策及びびびび商品政策商品政策商品政策商品政策

　　　　・・・・楽器楽器楽器楽器レンタルレンタルレンタルレンタル 　　　　　　　　 　　　　全国全国全国全国400400400400拠点拠点拠点拠点ででででスタートスタートスタートスタート

　　　　・・・・ネットネットネットネットによるによるによるによる直販直販直販直販 　　　　ミュージックミュージックミュージックミュージック・・・・イーイーイーイー・・・・ネットネットネットネットののののスタートスタートスタートスタート

　　　　・・・・差別化商品差別化商品差別化商品差別化商品のののの開発開発開発開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光光光光るるるるギターギターギターギター、、、、サウンドスケッチャーサウンドスケッチャーサウンドスケッチャーサウンドスケッチャー、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイレントギターサイレントギターサイレントギターサイレントギターにににに次次次次ぐぐぐぐ商品商品商品商品のののの開発開発開発開発　　　　　　　　



中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策（（（（1111））））

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

中国楽器市場推移中国楽器市場推移中国楽器市場推移中国楽器市場推移

2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2006200620062006

530530530530
600600600600

660660660660

1100110011001100

（（（（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％％％％
21212121％％％％

◆◆◆◆

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」（」（」（」（2003/42003/42003/42003/4活動開始活動開始活動開始活動開始））））でででで
　　　　 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。　。　。　。　

■■■■楽器楽器楽器楽器（（（（ピアノピアノピアノピアノ・・・・ギターギターギターギター））））生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点「「「「杭州雅馬哈楽器有限公司杭州雅馬哈楽器有限公司杭州雅馬哈楽器有限公司杭州雅馬哈楽器有限公司」」」」のののの新規立新規立新規立新規立ちちちち上上上上げげげげ

杭州杭州杭州杭州杭州杭州杭州杭州●●●●

杭州雅馬哈楽器有限公司杭州雅馬哈楽器有限公司杭州雅馬哈楽器有限公司杭州雅馬哈楽器有限公司

15151515％％％％

830830830830

2003200320032003



中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策（（（（2222））））

楽器楽器楽器楽器////AVAVAVAVをををを中心中心中心中心にににに「「「「営業統括機能営業統括機能営業統括機能営業統括機能」」」」とととと

「「「「投資管理機能投資管理機能投資管理機能投資管理機能」」」」をををを推進推進推進推進

雅馬哈雅馬哈雅馬哈雅馬哈音楽音響音楽音響音楽音響音楽音響（（（（中国中国中国中国））））投資有限公司投資有限公司投資有限公司投資有限公司
YMECYMECYMECYMEC

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

・・・・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一元化一元化一元化一元化によるによるによるによる展開展開展開展開

　　　　　　　　　　　　販売網開拓販売網開拓販売網開拓販売網開拓とととと育成育成育成育成

・・・・市場適合商品市場適合商品市場適合商品市場適合商品のののの開発開発開発開発とととと市場参入市場参入市場参入市場参入

　　　　　　　　　　　　ピアノピアノピアノピアノ、、、、電子楽器電子楽器電子楽器電子楽器、、、、PAPAPAPA、、、、ギターギターギターギター等等等等

・・・・ヤマハヤマハヤマハヤマハ音楽教室展開音楽教室展開音楽教室展開音楽教室展開ののののスタディスタディスタディスタディ

・・・・ブランドブランドブランドブランド訴求訴求訴求訴求////市場啓蒙強化市場啓蒙強化市場啓蒙強化市場啓蒙強化

専門家専門家専門家専門家////音大音大音大音大　　　　対策対策対策対策

トレードショートレードショートレードショートレードショーへのへのへのへの出展出展出展出展

　　　　　　　　　　　　顧客対策顧客対策顧客対策顧客対策　（　（　（　（A/SA/SA/SA/S体制体制体制体制、、、、安全規格対応等安全規格対応等安全規格対応等安全規格対応等））））

既存販売既存販売既存販売既存販売・・・・生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点



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
((((万人万人万人万人））））

01/301/301/301/3 02/302/302/302/3

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策

　　　　国内国内国内国内：：：：10101010代代代代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したにしたにしたにしたサイトサイトサイトサイト構築構築構築構築とととと広告宣伝強化広告宣伝強化広告宣伝強化広告宣伝強化

　　　　　　　　　　　　　　　　 他業界他業界他業界他業界とのとのとのとの提携提携提携提携（（（（出版出版出版出版、、、、コンビニコンビニコンビニコンビニ、、、、MTVMTVMTVMTV））））推進推進推進推進

　　　　海外海外海外海外：：：：欧米欧米欧米欧米でのでのでのでの現地体制構築現地体制構築現地体制構築現地体制構築（（（（編集編集編集編集・・・・企画企画企画企画・・・・制作体制制作体制制作体制制作体制））））

　　　　　　　　　　　　　　　　 現地現地現地現地からからからから海外通信業者海外通信業者海外通信業者海外通信業者へのへのへのへのアプローチアプローチアプローチアプローチ強化強化強化強化

03/303/303/303/3

着着着着メロメロメロメロ決員数決員数決員数決員数

160160160160

305305305305
310310310310

355355355355

20202020

130130130130

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, CMCC, CMCC, CMCC, CMCC

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

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、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ

・・・・・・・・・・・・
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

14141414

■■■■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

海外海外海外海外

国内国内国内国内

おおおお試試試試しししし決員決員決員決員

国内国内国内国内

正規決員正規決員正規決員正規決員

04/304/304/304/3
（（（（予想予想予想予想））））

60606060
20202020



AVAVAVAV・・・・ITITITIT事業売上事業売上事業売上事業売上/営業利益営業利益営業利益営業利益

02/302/302/302/3

((((億円億円億円億円))))

01/301/301/301/3

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

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3
（（（（予想予想予想予想））））

■■■■市場環境市場環境市場環境市場環境
・・・・市場市場市場市場ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化とととと製品製品製品製品ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化////ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化

・・・・競争激化競争激化競争激化競争激化とととと業界再編業界再編業界再編業界再編、、、、中国製中国製中国製中国製////中国中国中国中国ブランドブランドブランドブランドのののの普及普及普及普及

・・・・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のののの裾野需要拡大裾野需要拡大裾野需要拡大裾野需要拡大とととと低価格化低価格化低価格化低価格化のののの進行進行進行進行

・・・・ブロードバンドブロードバンドブロードバンドブロードバンド化化化化ととととルータールータールータールーターのののの低価格化低価格化低価格化低価格化

ITITITITITITITIT

AVAVAVAVAVAVAVAV

1,0021,0021,0021,002
952952952952

837837837837
900900900900

39393939 30303030 32323232 37373737



AVAVAVAV････ITITITIT事業施策事業施策事業施策事業施策 （（（（1111））））

RT55iRTX2000 RT56v DAM

1. 1. 1. 1. 既存事業既存事業既存事業既存事業でででで競争戦略競争戦略競争戦略競争戦略のののの推進推進推進推進
・・・・コアコアコアコア事業事業事業事業<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>でででで競争競争競争競争にににに勝勝勝勝つつつつ
当社当社当社当社がががが強強強強みとするみとするみとするみとする単品単品単品単品アンプアンプアンプアンプ・・・・レシーバーレシーバーレシーバーレシーバーのののの増売増売増売増売

　　　　　　　　　　　　　　　　市場市場市場市場ニーズニーズニーズニーズにににに沿沿沿沿ったったったった普及価格商品普及価格商品普及価格商品普及価格商品とととと一体型一体型一体型一体型シネマステーションシネマステーションシネマステーションシネマステーションのののの
　　　　　　　　　　　　　　　　開発開発開発開発・・・・投入投入投入投入

・・・・SOHO/SI向向向向けけけけルーターソリューションビジネスルーターソリューションビジネスルーターソリューションビジネスルーターソリューションビジネスのののの拡大拡大拡大拡大

・・・・通信通信通信通信カラオケカラオケカラオケカラオケNo.1戦略推進戦略推進戦略推進戦略推進



AVAVAVAV････ITITITIT事業施策事業施策事業施策事業施策 (2)(2)(2)(2)

2. 2. 2. 2. 新規新規新規新規事業開拓事業開拓事業開拓事業開拓でででで成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略のののの推進推進推進推進

・・・・MusicCAST/AV Stationのののの展開展開展開展開

・・・・映像事業映像事業映像事業映像事業のののの推進推進推進推進

DPX-1000



AVAVAVAV････ITITITIT事業施策事業施策事業施策事業施策 (3)(3)(3)(3)　　　　
3. 3. 3. 3. 中国市場政策中国市場政策中国市場政策中国市場政策のののの展開展開展開展開

・傘型統括決社のセールスマーケティング体制整備

・雅馬哈電子(蘇州)有限公司(YES)の生産軌道乗せ

中国中国中国中国AVAVAVAV売上推移売上推移売上推移売上推移

02/302/302/302/3 03/303/303/303/3 04/304/304/304/3

18181818

（（（（億円億円億円億円））））

37373737

100100100100

（（（（予想予想予想予想））））

17171717

70707070

05/305/305/305/3
（（（（予想予想予想予想））））

06/306/306/306/3
（（（（予想予想予想予想））））



半導体事業売上半導体事業売上半導体事業売上半導体事業売上/営業利益営業利益営業利益営業利益

268268268268
245245245245

460460460460
488488488488

02/302/302/302/3

((((億円億円億円億円))))

01/301/301/301/3

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

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3
（（（（予想予想予想予想））））

音源音源音源音源チップチップチップチップのののの数量増数量増数量増数量増はははは見込見込見込見込まれるもののまれるもののまれるもののまれるものの、、、、単価単価単価単価ダウンダウンダウンダウンをををを折折折折りりりり込込込込んだためんだためんだためんだため

売上微増売上微増売上微増売上微増、、、、利益利益利益利益ダウンダウンダウンダウンをををを予想予想予想予想



半導体半導体半導体半導体のののの重点施策重点施策重点施策重点施策

■■■■音源音源音源音源チップチップチップチップ数量数量数量数量ののの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収益性収益性収益性収益性のののの確保確保確保確保

・・・・国内顧客国内顧客国内顧客国内顧客のののの高高高高シェアシェアシェアシェア維持維持維持維持とととと海外海外海外海外モデルモデルモデルモデルへのへのへのへの搭載率搭載率搭載率搭載率UPUPUPUP

・・・・SMAFSMAFSMAFSMAFをををを梃子梃子梃子梃子ににににアジアアジアアジアアジアにににに続続続続きききき欧州欧州欧州欧州、、、、北米北米北米北米でのでのでのでの販売販売販売販売をををを強化強化強化強化

・・・・アジアアジアアジアアジア顧客顧客顧客顧客（（（（韓国韓国韓国韓国、、、、中国中国中国中国、、、、台湾台湾台湾台湾ODMODMODMODM））））のののの高高高高シェアシェアシェアシェア維持維持維持維持

■■■■アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメントでのでのでのでの音源音源音源音源シェアシェアシェアシェア維持維持維持維持とととと画像画像画像画像シェアシェアシェアシェアのののの奪還奪還奪還奪還

■■■■供給体制供給体制供給体制供給体制のののの維持維持維持維持

・・・・外部委託先外部委託先外部委託先外部委託先のののの確保確保確保確保ととととOEMOEMOEMOEMコントロールコントロールコントロールコントロール

■■■■新規分野商品新規分野商品新規分野商品新規分野商品のののの確実確実確実確実なななな立立立立ちちちち上上上上げげげげ



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

■■■■年間販売年間販売年間販売年間販売４４４４億台強億台強億台強億台強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ににに

よるよるよるよる買買買買いいいい替替替替えがえがえがえが促進中促進中促進中促進中

■■■■韓国韓国韓国韓国サムスンサムスンサムスンサムスンがががが輸出輸出輸出輸出をををを含含含含めてめてめてめて急進急進急進急進

■■■■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・・・・・・・・・・・・所有台数所有台数所有台数所有台数２２２２億台突破億台突破億台突破億台突破

　　　　　　　　特特特特にににに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ののののシェアシェアシェアシェアがががが拡大拡大拡大拡大

■■■■欧米欧米欧米欧米ではではではではカラーカラーカラーカラー化化化化ややややＩＰＩＰＩＰＩＰ接続機能接続機能接続機能接続機能のののの普及普及普及普及にににに伴伴伴伴ってってってって

　　　　 和音音源搭載率和音音源搭載率和音音源搭載率和音音源搭載率がががが増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向
1111

2222

3333

4444

5555

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」」」」

（（（（億台億台億台億台））））

（（（（予想予想予想予想））））



新音源新音源新音源新音源チップチップチップチップ　　　　MAMAMAMA----5555のののの概要概要概要概要

■■■■ 最大同時発音数最大同時発音数最大同時発音数最大同時発音数　　　　64646464音音音音

FM音源32音　＋　Wave Table32音

■■■■ 今後今後今後今後ののののコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの多様化多様化多様化多様化にににに応応応応えるためのえるためのえるためのえるための
　　　　　　　　音色音色音色音色バラエティーバラエティーバラエティーバラエティーのののの拡大拡大拡大拡大　　　　　　　　

（（（（例例例例））））ゲームコンテンツゲームコンテンツゲームコンテンツゲームコンテンツにににに対応対応対応対応したしたしたしたヒューマノイドボイスヒューマノイドボイスヒューマノイドボイスヒューマノイドボイス

（（（（簡単簡単簡単簡単なななな言葉言葉言葉言葉をををを発声発声発声発声））））

■■■■ 既存顧客既存顧客既存顧客既存顧客にににに現行現行現行現行MAMAMAMA----3333（（（（40404040和音音源和音音源和音音源和音音源チップチップチップチップ））））からのからのからのからの
　　　　　　　　置置置置きききき換換換換ええええ働働働働きかけきかけきかけきかけ中中中中



電子金属事業電子金属事業電子金属事業電子金属事業

01/301/301/301/3 02/302/302/302/3

((((億円億円億円億円))))

03/303/303/303/3

164164164164

ﾘｰﾄﾘｰﾄﾘｰﾄﾘｰﾄﾞ゙゙゙ﾌﾚｰﾑﾌﾚｰﾑﾌﾚｰﾑﾌﾚｰﾑ

他他他他

ｲﾝﾊｲﾝﾊｲﾝﾊｲﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーー

119119119119

6666

▲▲▲▲20202020

5555

04/304/304/304/3
（（（（予想予想予想予想））））

■■■■市場環境市場環境市場環境市場環境 ・・・・半導体半導体半導体半導体、、、、電子部品用金属材料電子部品用金属材料電子部品用金属材料電子部品用金属材料へのへのへのへの需要需要需要需要はははは中期的中期的中期的中期的にはにはにはには安定的安定的安定的安定的

・・・・材料材料材料材料のののの高機能高機能高機能高機能、、、、高品質化高品質化高品質化高品質化のののの動動動動きときときときと完成品完成品完成品完成品メーカーメーカーメーカーメーカーののののコストコストコストコスト意識意識意識意識のののの高高高高まりまりまりまり

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策 ・・・・銅系銅系銅系銅系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料材料材料材料ののののシェアシェアシェアシェア拡大拡大拡大拡大とととと加工品加工品加工品加工品ビジネスビジネスビジネスビジネス強化強化強化強化

・・・・インバーインバーインバーインバー材事業材事業材事業材事業ののののスムーズスムーズスムーズスムーズなななな撤退撤退撤退撤退

▲▲▲▲18181818

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

145145145145
127127127127



563563563563
496496496496 481481481481

213213213213 218218218218 227227227227

173173173173 175175175175 182182182182 186186186186

64646464

239239239239

51515151 5050505083838383

1 ,1461 ,1461 ,1461 ,1461 ,1731 ,1731 ,1731 ,1731 ,2131 ,2131 ,2131 ,213

9999 10101010
5555 8888

リリリリ ビビビビ ンンンン ググググ 事事事事 業業業業

03/303/303/303/3

((((千戸千戸千戸千戸))))持家持家持家持家＋＋＋＋戸建分譲戸建分譲戸建分譲戸建分譲

((((億円億円億円億円))))

※※※※国土省国土省国土省国土省「「「「住宅着工統計住宅着工統計住宅着工統計住宅着工統計」」」」

469469469469

浴浴浴浴 室室室室

ｷｯﾁﾝｷｯﾁﾝｷｯﾁﾝｷｯﾁﾝ

他他他他

475475475475
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

住宅着工住宅着工住宅着工住宅着工

02/302/302/302/301/301/301/301/3 04/3 04/3 04/3 04/3 （（（（予想予想予想予想））））

457457457457 460460460460

■■■■市場環境市場環境市場環境市場環境 ・・・・住宅着工数住宅着工数住宅着工数住宅着工数のののの減少継続減少継続減少継続減少継続ととととリフォームリフォームリフォームリフォーム市場拡大市場拡大市場拡大市場拡大

・・・・生生生生きききき残残残残りのためのりのためのりのためのりのための業務提携業務提携業務提携業務提携、、、、資本統合資本統合資本統合資本統合のののの動動動動きききき

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策 ・・・・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によるによるによるによる損益分岐点引損益分岐点引損益分岐点引損益分岐点引きききき下下下下げげげげ

・・・・エアエアエアエア・・・・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社社社社とのとのとのとの提携効果具現化提携効果具現化提携効果具現化提携効果具現化

・・・・リフォームリフォームリフォームリフォーム事業収益化事業収益化事業収益化事業収益化ののののビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル確立確立確立確立



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

186186186186

200200200200

196196196196
206206206206

集客数集客数集客数集客数
((((万人万人万人万人))))

▲▲▲▲13131313 ▲▲▲▲17171717 ▲▲▲▲11111111

((((億円億円億円億円))))

■■■■市場環境市場環境市場環境市場環境 ・・・・国内景気国内景気国内景気国内景気のののの低迷継続低迷継続低迷継続低迷継続ととととライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルのののの変化変化変化変化

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策 ・・・・営業効率向上営業効率向上営業効率向上営業効率向上とととと仕入仕入仕入仕入れれれれ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引損益分岐点引損益分岐点引損益分岐点引きききき下下下下げげげげ

・・・・施設施設施設施設ごとのごとのごとのごとの収益性収益性収益性収益性をををを定期的定期的定期的定期的ににににモニターモニターモニターモニター
・・・・年間集客数年間集客数年間集客数年間集客数２００２００２００２００万人万人万人万人のののの確保確保確保確保

▲▲▲▲5555

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

218218218218 216216216216 209209209209 215215215215

02/302/302/302/301/301/301/301/3 03/303/303/303/3 04/304/304/304/3
（（（（予想予想予想予想））））



114114114114 104104104104 90909090 93939393

20202020
15151515

87878787
65656565 95959595

129129129129

2323232324242424

そのそのそのその他事業他事業他事業他事業

((((億円億円億円億円))))

184184184184
ＹＦＴＹＦＴＹＦＴＹＦＴ 他他他他

ｺｺｺｺﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌ/ｽﾎｽﾎｽﾎｽﾎﾟ゚゚゚ｰﾂｰﾂｰﾂｰﾂ

自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品

221221221221 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209209209209

■■■■市場環境市場環境市場環境市場環境 ・・・・国内景気低迷下国内景気低迷下国内景気低迷下国内景気低迷下でのでのでのでの競争激化競争激化競争激化競争激化

■■■■重点施策重点施策重点施策重点施策 ・・・・携帯電話用携帯電話用携帯電話用携帯電話用MgMgMgMg部品事業部品事業部品事業部品事業のののの損益改善損益改善損益改善損益改善

・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ事業事業事業事業ののののビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル確立確立確立確立
・・・・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はははは製法改革製法改革製法改革製法改革によるによるによるによる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拡大新規顧客拡大新規顧客拡大新規顧客拡大

・・・・完成品完成品完成品完成品メーカーメーカーメーカーメーカーからのからのからのからの絶絶絶絶えざるえざるえざるえざるコストダウンコストダウンコストダウンコストダウン圧力圧力圧力圧力

5555 4444 3333

02/302/302/302/301/301/301/301/3 03/303/303/303/3 04/304/304/304/3
（（（（予想予想予想予想））））

▲▲▲▲3333

245245245245



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。。。。
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