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報道関係各位 

                               ヤマハ株式会社 

 

（参考資料） ２０１０年３月期第１四半期連結業績の概要について 

   

□第１四半期業績の概要 ― 対前年同期減収減益 ― 

 

２０１０年３月期第１四半期連結売上高は、為替影響による減収８０億円もあり、全ての事業セグメントで

減収となり、前年同期実績に対し２３９億円（19.3％）減少の９９４億円となりました。 

連結営業利益については、主力の楽器事業が大幅な減益となり、AV・IT事業、リビング事業がほぼ前年な

みの損失にとどまったものの、電子部品事業、その他の事業での損失が拡大しました。全体では為替影響によ

る減益３８億円もあり、前年同期実績に対し５４億円（95.8％）減少の２億円となりました。 

連結経常損益は、連結営業利益の減少に伴い５億円の経常損失（前年同期は５７億円の経常利益）となりま

した。また、四半期純損益は繰延税金資産の減少等により２９億円の損失（前年同期は１１億円の利益）とな

りました。 

 

□事業セグメント別の売上高・営業損益の状況 

 

・楽器事業 売上高 ６８４億円（前年同期比15.8％減）   営業利益 １８億円（同71.0％減） 

景気の減速影響を受け、前年同期比減収となりました。ピアノは、中国市場では引き続き堅調に推移しま

したが、欧州市場において前年同期比大幅な減収となりました。電子楽器は、国内および欧州市場で大幅な

減収となり、音響機器は、北米市場及び欧州市場で減収となりました。また管楽器は、国内市場を中心に減

収となりました。セグメント全体では、前年同期に比べ、為替影響による減収６３億円を含み、１２８億円

（15.8％）の減収となりました。損益面では、減収により大幅な減益となりました。 

 

・AV・IT事業 売上高 １１２億円（同19.0％減）  営業損失 ５億円（前年同期５億円の営業損失） 

   オーディオは、フロント・サラウンド・システム商品が国内市場で堅調に推移しましたが、北米市場を中

心に減収となりました。また、業務用ルーターやカラオケ機器も振るわず、セグメント全体では、前年同期

に比べ、為替影響による減収１６億円を含み、２６億円（19.0％）の減収となりました。損益面では、生産

コストダウンや経費削減などを進め、営業損失は前年並みに留まりました。 

  

・電子部品事業 売上高 ４７億円（同37.5％減） 営業損失 ５億円（前年同期２億円の営業損失） 

  半導体は、携帯電話用音源LSIが、前年同期比で需要減少し、減収となりました。 

損益面では、前期に実施した固定資産の減損に伴う減価償却費の減少や固定費削減効果もありましたが、 

減収に伴い、営業損失が拡大しました。 

 

・リビング事業 売上高  ８８億円（同15.8％減） 営業損失 ５億円（前年同期６億円の営業損失） 

新築需要の落ち込みが続くなか、リフォーム事業強化に努めましたが、主力のシステムキッチン、システ

ムバスとも振るわず減収となりました。損益面では、販売管理費等の削減により損失は前年同期並みとなり

ました。 
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・その他の事業 売上高 ６４億円（同38.3％減） 営業損失 ０．５億円（前年同期７億円の営業利益） 

  自動車用内装部品は市況の低迷が継続し減収となりました。また、今年度中の撤退を決定している 

マグネシウム成形部品事業も減収となり、セグメント全体では、前年同期に比べ大幅な減収となりました。

損益面では、固定費削減効果はありましたが、減収幅が大きく若干の営業損失となりました。 

 

 

□２０１０年３月期通期連結業績予想について   

 

 ２０１０年３月期通期連結業績は、前回４月３０日に売上高４，３９０億円、営業利益６０億円、経常利益

３０億円、当期純利益０億円を公表しておりますが、先行きが不透明なため、当第１四半期においては、見直

しを行わず据え置きと致します。 

 

 

注）文章中の売上高、損益の数値は、原則億円未満四捨五入で記載しております。 

   また（ ）内は原則前年同期比増減率です。 

 

 

 

 

以上 

 
 



ヤマハ株式会社

2009年7月31日

前期実績

１０年３月期 ０９年３月期

売上高 1,045億円 994億円 1,233億円 4,390億円 4,593億円

国内売上高 591億円 (56.6%) 554億円 (55.7%) 663億円 (53.8%) 2,322億円 (52.9%) 2,349億円 (51.1%)

海外売上高 454億円 (43.4%) 440億円 (44.3%) 570億円 (46.2%) 2,068億円 (47.1%) 2,244億円 (48.9%)

営業利益 ▲7億円 - 2億円 (0.2%) 56億円 (4.6%) 60億円 (1.4%) 138億円 (3.0%)

経常利益 ▲14億円 - ▲5億円 - 57億円 (4.6%) 30億円 (0.7%) 120億円 (2.6%)

当期利益 ▲23億円 - ▲29億円 - 11億円 (0.9%) 0億円 - ▲206億円 -

為替レート（決済レート） 95円/US$ 97円/US$ 104円/US$ 96円/US$ (*4) 102円/US$

120円/EUR 124円/EUR 155円/EUR 121円/EUR 153円/EUR

ＲＯＥ (*1) ▲4.0% ▲4.6% 1.3% 0.0% ▲7.0%

ＲＯＡ (*2) ▲2.4% ▲2.8% 0.8% 0.0% ▲4.3%

１株当たり利益 ▲11.6円 ▲14.7円 5.3円 0円 ▲103.7円

設備投資額 - 25億円 43億円 183億円 226億円

（減価償却費） - （33億円） （43億円） (152億円) (179億円)

研究開発費 - 52億円 60億円 210億円 232億円

（フリーキャッシュフロー）

営業活動 ▲82億円 ▲10億円 ▲165億円 279億円 ▲22億円

投資活動 ▲61億円 ▲35億円 ▲19億円 ▲180億円 ▲260億円

フリーキャッシュフロー ▲143億円 ▲45億円 ▲184億円 99億円 ▲282億円

期末在庫高 828億円 843億円 855億円 725億円 807億円

(要員数）  

国内 11,205人 11,149人 10,950人 10,850人 10,765人

海外 17,397人 16,555人 16,133人 16,150人 16,038人

合計 (*3） 28,602人 27,704人 27,083人 27,000人 26,803人
（連結範囲変動による増減） （365人） （353人） （82人） (319人） (148人）

（事業別売上高）

楽器 725億円 (69.4%) 684億円 (68.8%) 812億円 (65.9%) 2,940億円 (67.0%) 3,066億円 (66.8%)

ＡＶ・ＩＴ 111億円 (10.6%) 112億円 (11.3%) 138億円 (11.2%) 530億円 (12.1%) 567億円 (12.3%)

電子部品 43億円 (4.1%) 47億円 (4.7%) 75億円 (6.1%) 220億円 (5.0%) 220億円 (4.8%)

リビング 103億円 (9.9%) 88億円 (8.8%) 105億円 (8.5%) 430億円 (9.8%) 431億円 (9.4%)

その他 63億円 (6.0%) 63億円 (6.4%) 103億円 (8.3%) 270億円 (6.1%) 308億円 (6.7%)

（事業別営業利益）

楽器 24億円 18億円 62億円 90億円 192億円

ＡＶ・ＩＴ ▲11億円 ▲5億円 ▲5億円 ▲5億円 ▲4億円

電子部品 ▲13億円 ▲5億円 ▲2億円 ▲10億円 ▲25億円

リビング ▲2億円 ▲5億円 ▲6億円 5億円 ▲3億円

その他 ▲5億円 ▲1億円 7億円 ▲20億円 ▲21億円

（単独の状況）

売上高 594億円 770億円 2,746億円

営業利益 ▲15億円 - 37億円 (4.8%) 12億円 (0.5%)

経常利益 ▲12億円 - 49億円 (6.4%) 44億円 (1.6%)

当期利益 ▲35億円 - 25億円 (3.2%) ▲189億円 -

＊1, 2  ROE・ROAは年換算値
＊3　要員数＝期末社員在籍数+期中平均正社員外要員在籍数
＊4　2Q-4Q為替レート　US$=95円、EUR=120円

2010年３月期第1四半期業績資料

当第1四半期予想

（09/4/30発表）

１０年３月期

当第1四半期実績

１０年３月期

当期予想

０９年３月期

前年第1四半期実績

当資料の記載内容のうち、将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測には、リスクや不確定な要素などが含まれており、実際の
成果や業績などは、記載の見通しとは異なる可能性があります。




