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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 13,452 △4.9 262 △21.6 237 107.7 35 ―

23年3月期第1四半期 14,142 18.5 334 ― 114 124.6 △538 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 226百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △475百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 0.42 ―

23年3月期第1四半期 △6.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 38,075 13,534 35.5
23年3月期 37,747 13,692 36.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,534百万円 23年3月期  13,692百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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) 28,400 △2.2 1,100 △16.5 1,000 3.6 500 90.9 5.85
通期 60,000 2.4 2,300 △12.4 2,100 △7.5 1,200 △35.5 14.03



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 85,610,608 株 23年3月期 85,610,608 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 87,799 株 23年3月期 87,799 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 85,522,809 株 23年3月期1Q 85,525,100 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の経営環境は、円高、東日本大震災、欧米経済の先行き不透明感など、厳し

い状況で推移いたしました。このような中、当社グループの売上高は、国内、海外ともに楽器販売が増加い

たしましたが、素材加工事業における主要取引先の生産休止の影響などがあり、13,452 百万円（前年同期

比 690 百万円減）となりました。このうち、国内売上高は 9,649 百万円（前年同期比 809 百万円減）、海

外売上高は 3,802百万円（前年同期比 118百万円増）となりました。 

損益につきまして、営業利益は、売上高の減少により 262 百万円（前年同期比 72 百万円減益）となり、

経常利益は237 百万円（前年同期比123 百万円増益）、四半期純利益は35百万円（前年同期比 573 百万円

増益）となりました。経常利益は前年同期に比べ為替差損益が好転したことなどにより増加し、また、前年

同期には資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を特別損失として計上したため、当四半期純利益は増益

となりました。 

 

セグメント毎の状況につきまして、楽器事業は、国内においては、震災が消費マインドに影響を及ぼす

中、楽器販売・調律・音楽教室の連携による三位一体体制の強化がピアノ販売に効果を発揮するとともに、

電子ピアノが卸販売を中心に大幅に増加したこともあり前年並みの売上となりました。海外においては、欧

米ではピアノ、電子ピアノ販売が好調に推移し、中国ではピアノ販売が引き続き伸長しました。この結果、

楽器事業の売上高は 6,439百万円（前年同期比61百万円増）となり、営業利益は71百万円（前年同期比 3

百万円増益）となりました。 

教育関連事業は、被災地域の教室が休講したことなどにより、売上高は4,135百万円（前年同期比78百

万円減）となりましたが、教室運営費用の削減などにより、営業利益は184百万円（前年同期比44百万円

増益）となりました。 

素材加工事業は、震災影響による自動車関連部品の受注減少により、売上高は 2,489 百万円（前年同期

比354百万円減）となり、営業利益は 115百万円（前年同期比91百万円減益）となりました。 

情報関連事業は、ＩＴ機器の売上減少により、売上高は339百万円（前年同期比320百万円減）となり、

営業損失は44百万円（前年同期比 24百万円減益）となりました。 

その他の事業の売上高は 48 百万円（前年同期比 1 百万円増）となり、 営業損失は 0 百万円（前年同期

比 1百万円増益）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産に関する分析） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、たな卸資産の増加などにより、38,075百万円（前期末比 328

百万円の増加）となりました。負債合計は、退職給付引当金の増加などにより、24,541百万円（前期末比 487

百万円の増加）となりました。 

純資産合計は、13,534百万円（前期末比 158百万円の減少）となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成 23 年５月 12 日に公表いたしまし

た当期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきまして見直しを行いました。詳しくは、

本日（平成23年８月３日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,228 8,018

受取手形及び売掛金 4,257 4,188

有価証券 99 89

商品及び製品 3,238 3,544

仕掛品 1,316 1,330

原材料及び貯蔵品 1,311 1,408

その他 1,261 1,687

貸倒引当金 △235 △248

流動資産合計 19,478 20,018

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,326 5,249

機械装置及び運搬具（純額） 2,260 2,236

土地 5,998 6,005

その他（純額） 836 816

有形固定資産合計 14,422 14,307

無形固定資産 875 801

投資その他の資産   

繰延税金資産 498 485

その他 2,566 2,556

貸倒引当金 △94 △92

投資その他の資産合計 2,970 2,948

固定資産合計 18,268 18,057

資産合計 37,747 38,075

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,181 3,213

短期借入金 3,219 3,603

1年内償還予定の社債 112 112

未払法人税等 285 131

賞与引当金 949 277

製品保証引当金 45 47

災害損失引当金 10 5

その他 4,437 5,536

流動負債合計 12,241 12,927

固定負債   

長期借入金 2,701 2,365

退職給付引当金 7,890 8,092

環境対策引当金 44 44

資産除去債務 657 658

その他 519 452

固定負債合計 11,813 11,613

負債合計 24,054 24,541
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,609 6,609

資本剰余金 744 744

利益剰余金 7,854 7,504

自己株式 △14 △14

株主資本合計 15,194 14,845

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 116 127

為替換算調整勘定 △1,618 △1,438

その他の包括利益累計額合計 △1,501 △1,310

純資産合計 13,692 13,534

負債純資産合計 37,747 38,075
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 14,142 13,452

売上原価 10,669 10,124

売上総利益 3,473 3,327

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 1,127 1,259

賞与引当金繰入額 265 115

退職給付引当金繰入額 115 105

その他 1,630 1,585

販売費及び一般管理費合計 3,139 3,065

営業利益 334 262

営業外収益   

固定資産賃貸料 15 13

為替差益 － 21

持分法による投資利益 7 －

その他 19 27

営業外収益合計 42 62

営業外費用   

支払利息 49 37

売上割引 16 18

為替差損 166 －

持分法による投資損失 － 5

その他 30 26

営業外費用合計 263 88

経常利益 114 237

特別利益   

土地売却益 － 4

補助金収入 － 31

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 － 0

特別利益合計 0 36

特別損失   

固定資産除却損 1 2

災害による損失 － 108

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 544 －

その他 1 －

特別損失合計 547 110

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（△）

△433 163

法人税、住民税及び事業税 89 99

法人税等調整額 15 27

法人税等合計 105 127

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△538 35

四半期純利益又は四半期純損失（△） △538 35
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△538 35

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20 10

為替換算調整勘定 47 168

持分法適用会社に対する持分相当額 37 11

その他の包括利益合計 63 190

四半期包括利益 △475 226

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △475 226

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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） 

１．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 

      （単位：百万円） 

報告セグメント 
 

楽器 
教育 

関連 

素材 

加工 

情報 

関連 
計 

その他

(注)１ 
合計 

調整額

(注)２

四半期連

結損益計

算書計上

額(注)３

売上高     

 外部顧客への売上高 6,378 4,213 2,843 659 14,095 47 14,142 － 14,142

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 0 － 103 104 74 178 △178 －

計 6,378 4,214 2,843 763 14,200 121 14,321 △178 14,142

セグメント利益又は 

損失（△） 
68 140 206 △20 395 △1 393 △59 334

（注）１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融関連事業及び保険代理店事業等を含ん

でおります。 

   ２. セグメント利益又は損失の調整額△59 百万円には、セグメント間取引消去 21 百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△80 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。 

   ３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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 

      （単位：百万円） 

報告セグメント 
 

楽器 
教育 

関連 

素材 

加工 

情報 

関連 
計 

その他

(注)１ 
合計 

調整額

(注)２

四半期連

結損益計

算書計上

額(注)３

売上高     

 外部顧客への売上高 6,439 4,135 2,489 339 13,403 48 13,452 － 13,452

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 0 － 103 103 95 198 △198 －

計 6,439 4,135 2,489 442 13,507 143 13,650 △198 13,452

セグメント利益又は 

損失（△） 
71 184 115 △44 327 △0 326 △63 262

（注）１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融関連事業及び保険代理店事業等を含ん

でおります。 

   ２. セグメント利益又は損失の調整額△63 百万円には、セグメント間取引消去 16 百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△80 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。 

   ３. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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