
２０１４年３月期 第２四半期 連結業績

経営成績

期初予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

売上高 40,250 ＋1,050 ＋2.7% ＋3,971 ＋10.9% 39,200 36,278

電子楽器事業 20,302 ＋202 ＋1.0% ＋77 ＋0.4% 20,100 20,224

コンピュータ周辺機器事業 19,947 ＋847 ＋4.4% ＋3,893 ＋24.3% 19,100 16,053

営業利益 3,103 ＋1,703 ＋121.7% ＋2,900 ＋1,426.6% 1,400 203

電子楽器事業 262 ＋862 － ＋848 － △600 △585

コンピュータ周辺機器事業 2,840 ＋840 ＋42.0% ＋2,052 ＋260.3% 2,000 788

経常利益 3,105 ＋1,805 ＋138.9% ＋3,136 － 1,300 △30

四半期純利益 803 ＋1,003 － ＋1,027 － △200 △223

セグメント別売上高

期初予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

電子楽器 7,590 ＋440 ＋6.2% ＋67 ＋0.9% 7,150 7,522

ギター関連電子楽器 3,784 △255 △6.3% △285 △7.0% 4,040 4,069

家庭用電子楽器 5,135 △164 △3.1% △45 △0.9% 5,300 5,181

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 2,596 ＋246 ＋10.5% ＋347 ＋15.4% 2,350 2,249

その他 1,195 △64 △5.1% △6 △0.5% 1,260 1,201

電子楽器事業 計 20,302 ＋202 ＋1.0% ＋77 ＋0.4% 20,100 20,224

コンピュータ周辺機器事業 19,947 ＋847 ＋4.4% ＋3,893 ＋24.3% 19,100 16,053

合計 40,250 ＋1,050 ＋2.7% ＋3,971 ＋10.9% 39,200 36,278

日 本 4,228 △71 △1.7% △365 △7.9% 4,300 4,593

北 米 5,725 △74 △1.3% ＋100 ＋1.8% 5,800 5,624

欧 州 6,314 ＋114 ＋1.9% ＋38 ＋0.6% 6,200 6,276

その他 4,034 ＋234 ＋6.2% ＋304 ＋8.2% 3,800 3,730

電子楽器事業 計 20,302 ＋202 ＋1.0% ＋77 ＋0.4% 20,100 20,224

日 本 2,072 △27 △1.3% ＋71 ＋3.6% 2,100 2,000

北 米 5,705 ＋505 ＋9.7% ＋1,566 ＋37.8% 5,200 4,139

欧 州 6,784 ＋584 ＋9.4% ＋1,567 ＋30.0% 6,200 5,217

その他 5,384 △215 △3.8% ＋689 ＋14.7% 5,600 4,695

コンピュータ周辺機器事業 計 19,947 ＋847 ＋4.4% ＋3,893 ＋24.3% 19,100 16,053

合計 40,250 ＋1,050 ＋2.7% ＋3,971 ＋10.9% 39,200 36,278
（※）販売地域別。 「日本」は日本国内のみで、「その他」は中南米、豪州、アジア、中近東・アフリカ等を含む。

ローランド株式会社
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対予想比 対前期比

（単位：百万円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2014年3月期 第2四半期累計実績

2014年3月期 第2四半期累計実績

区 分

セグメント

◇ 電子楽器事業
主要地域である日本、北米、欧州で需要低迷が続き実質販売減。その他地域も成長鈍化により前期並み。
結果、全体の売上高は実質減収なるも円安効果により前年並みを確保。営業利益は、前期実施した構造
改革に伴う人員削減の効果に加え、円安の影響もあり大幅増。

◇ コンピュータ周辺機器事業
北米や日本で前期投入のプリンターやデンタル加工機が好調。欧州で景気低迷の影響を受けるも増収を
確保。実質販売増に加え、円安効果、原価率の改善により、売上高、営業利益ともに大幅増加。

◇ 連結業績
最終損益は、経常利益31億円から税費用11億円およびや少数株主への利益振替11億円を差し引き、
8億円の純利益を計上。
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２０１４年３月期 第２四半期 連結業績（為替の影響等）

経営成績

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) 影響 (B)

売上高 402 ＋39 ＋10.9% ＋48 ＋2 △11 △3.0% 362

電子楽器事業 203 ＋0 ＋0.4% ＋22 － △22 △10.9% 202

コンピュータ周辺機器事業 199 ＋38 ＋24.3% ＋25 ＋2 ＋11 ＋6.9% 160

営業利益 31 ＋29 ＋1,426.6% ＋29 △0 ＋0 ＋6.5% 2

電子楽器事業 2 ＋8 － ＋8 － △0 － △5

コンピュータ周辺機器事業 28 ＋20 ＋260.3% ＋20 △0 ＋0 ＋6.9% 7

US$ 96 ＋16 ＋19.9% － － － － 80

EUR 126 ＋22 ＋21.3% － － － － 103

セグメント別売上高

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) 影響 (B)

電子楽器 75 ＋0 ＋0.9% ＋8 － △8 △11.1% 75

ギター関連電子楽器 37 △2 △7.0% ＋4 － △7 △18.8% 40

家庭用電子楽器 51 △0 △0.9% ＋5 － △5 △11.4% 51

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 25 ＋3 ＋15.4% ＋2 － ＋0 ＋2.6% 22

その他 11 △0 △0.5% ＋0 － △0 △6.8% 12

電子楽器事業 計 203 ＋0 ＋0.4% ＋22 － △22 △10.9% 202

コンピュータ周辺機器事業 199 ＋38 ＋24.3% ＋25 ＋2 ＋11 ＋6.9% 160

合計 402 ＋39 ＋10.9% ＋48 ＋2 △11 △3.0% 362

日 本 42 △3 △7.9% － － △3 △7.9% 45

北 米 57 ＋1 ＋1.8% ＋9 － △8 △14.9% 56

欧 州 63 ＋0 ＋0.6% ＋9 － △9 △15.0% 62

その他 40 ＋3 ＋8.2% ＋3 － △0 △1.8% 37

電子楽器事業 計 203 ＋0 ＋0.4% ＋22 － △22 △10.9% 202

日 本 20 ＋0 ＋3.6% － － ＋0 ＋3.6% 20

北 米 57 ＋15 ＋37.8% ＋9 － ＋6 ＋14.7% 41

欧 州 67 ＋15 ＋30.0% ＋11 － ＋3 ＋7.6% 52

その他 53 ＋6 ＋14.7% ＋4 ＋2 ＋0 ＋0.6% 46

コンピュータ周辺機器事業 計 199 ＋38 ＋24.3% ＋25 ＋2 ＋11 ＋6.9% 160

合計 402 ＋39 ＋10.9% ＋48 ＋2 △11 △3.0% 362
（※）販売地域別。 「日本」は日本国内のみで、「その他」は中南米、豪州、アジア、中近東・アフリカ等を含む。

（単位：億円）

（単位：億円）

2014年3月期 第2四半期累計実績

金 額 対前期比
(A),(B)除く

金 額対前期比
(A),(B)除く

実質対前期比

2014年3月期 第2四半期累計実績

金 額
実質対前期比

区 分

為替レート

セグメント

金 額
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２０１４年３月期 通期 連結業績予想

経営成績

期初予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

売上高 84,300 ＋3,100 ＋3.8% ＋11,989 ＋16.6% 81,200 72,310

電子楽器事業 43,100 ＋600 ＋1.4% ＋3,210 ＋8.0% 42,500 39,889

コンピュータ周辺機器事業 41,200 ＋2,500 ＋6.5% ＋8,779 ＋27.1% 38,700 32,420

営業利益 5,800 ＋2,300 ＋65.7% ＋6,251 － 3,500 △451

電子楽器事業 500 ＋1,000 － ＋2,594 － △500 △2,094

コンピュータ周辺機器事業 5,300 ＋1,300 ＋32.5% ＋3,656 ＋222.5% 4,000 1,643

経常利益 5,600 ＋2,500 ＋80.6% ＋6,354 － 3,100 △754

△100 △100 ＋3,966

～△600 ～△600 ～＋3,466

セグメント別売上高

期初予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

電子楽器 16,180 ＋1,100 ＋7.3% ＋1,340 ＋9.0% 15,080 14,839

ギター関連電子楽器 8,060 △350 △4.2% ＋154 ＋2.0% 8,410 7,905

家庭用電子楽器 11,410 △290 △2.5% ＋1,238 ＋12.2% 11,700 10,171

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 5,180 ＋330 ＋6.8% ＋627 ＋13.8% 4,850 4,552

その他 2,270 △190 △7.7% △150 △6.2% 2,460 2,420

電子楽器事業 計 43,100 ＋600 ＋1.4% ＋3,210 ＋8.0% 42,500 39,889

コンピュータ周辺機器事業 41,200 ＋2,500 ＋6.5% ＋8,779 ＋27.1% 38,700 32,420

合計 84,300 ＋3,100 ＋3.8% ＋11,989 ＋16.6% 81,200 72,310

日 本 8,800 △200 △2.2% △209 △2.3% 9,000 9,009

北 米 11,700 ＋100 ＋0.9% ＋982 ＋9.2% 11,600 10,717

欧 州 13,900 ＋300 ＋2.2% ＋1,376 ＋11.0% 13,600 12,523

その他 8,700 ＋400 ＋4.8% ＋1,060 ＋13.9% 8,300 7,639

電子楽器事業 計 43,100 ＋600 ＋1.4% ＋3,210 ＋8.0% 42,500 39,889

日 本 4,500 － － ＋267 ＋6.3% 4,500 4,232

北 米 11,300 ＋900 ＋8.7% ＋2,887 ＋34.3% 10,400 8,412

欧 州 13,900 ＋2,300 ＋19.8% ＋3,560 ＋34.4% 11,600 10,339

その他 11,500 △700 △5.7% ＋2,064 ＋21.9% 12,200 9,435

コンピュータ周辺機器事業 計 41,200 ＋2,500 ＋6.5% ＋8,779 ＋27.1% 38,700 32,420

合計 84,300 ＋3,100 ＋3.8% ＋11,989 ＋16.6% 81,200 72,310
（※）販売地域別。 「日本」は日本国内のみで、「その他」は中南米、豪州、アジア、中近東・アフリカ等を含む。

当期純利益 －

対前期比

区 分

（単位：百万円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2014年3月期 通期予想

0 △4,066－

セグメント
2014年3月期 通期予想

対予想比

◇ 連結業績
最終ネットは、法人税や少数株主持分利益を差し引くことに加え、海外子会社の清算に伴い特別損失を
1,500百万円～2,000百万円計上することにより、100百万円～600百万円の当期純損失を見込む。

◇ 電子楽器事業
売上高は、円安効果もあり期初予想並みを確保。営業利益は構造改革による固定費削減や円安効果によ
り、期初予想を上回る見通し。

◇ コンピュータ周辺機器事業
北米や欧州地域が好調に推移することに加え、円安効果もあり、売上高及び営業利益ともに期初予想を
上回る見込み。
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２０１４年３月期 通期 連結業績予想（為替の影響等）

経営成績

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) 影響 (B)

売上高 843 ＋119 ＋16.6% ＋103 ＋10 ＋6 ＋0.9% 723

電子楽器事業 431 ＋32 ＋8.0% ＋50 － △17 △4.5% 398

コンピュータ周辺機器事業 412 ＋87 ＋27.1% ＋53 ＋10 ＋24 ＋7.5% 324

営業利益 58 ＋62 － ＋56 △0 ＋5 － △4

電子楽器事業 5 ＋25 － ＋14 － ＋11 － △20

コンピュータ周辺機器事業 53 ＋36 ＋222.5% ＋42 △0 △5 △33.5% 16

US$ 96 ＋16 ＋20.6% － － － － 80

EUR 127 ＋24 ＋23.5% － － － － 103

セグメント別売上高

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) 影響 (B)

電子楽器 161 ＋13 ＋9.0% ＋19 － △6 △4.3% 148

ギター関連電子楽器 80 ＋1 ＋2.0% ＋10 － △8 △11.2% 79

家庭用電子楽器 114 ＋12 ＋12.2% ＋12 － △0 △0.2% 101

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 51 ＋6 ＋13.8% ＋5 － ＋0 ＋0.7% 45

その他 22 △1 △6.2% ＋1 － △2 △12.0% 24

電子楽器事業 計 431 ＋32 ＋8.0% ＋50 － △17 △4.5% 398

コンピュータ周辺機器事業 412 ＋87 ＋27.1% ＋53 ＋10 ＋24 ＋7.5% 324

合計 843 ＋119 ＋16.6% ＋103 ＋10 ＋6 ＋0.9% 723

日 本 88 △2 △2.3% － － △2 △2.3% 90

北 米 117 ＋9 ＋9.2% ＋19 － △9 △8.9% 107

欧 州 139 ＋13 ＋11.0% ＋23 － △9 △7.6% 125

その他 87 ＋10 ＋13.9% ＋7 － ＋3 ＋4.1% 76

電子楽器事業 計 431 ＋32 ＋8.0% ＋50 － △17 △4.5% 398

日 本 45 ＋2 ＋6.3% － － ＋2 ＋6.3% 42

北 米 113 ＋28 ＋34.3% ＋19 － ＋9 ＋11.2% 84

欧 州 139 ＋35 ＋34.4% ＋25 － ＋9 ＋9.6% 103

その他 115 ＋20 ＋21.9% ＋8 ＋10 ＋2 ＋2.5% 94

コンピュータ周辺機器事業 計 412 ＋87 ＋27.1% ＋53 ＋10 ＋24 ＋7.5% 324

合計 843 ＋119 ＋16.6% ＋103 ＋10 ＋6 ＋0.9% 723
（※）販売地域別。 「日本」は日本国内のみで、「その他」は中南米、豪州、アジア、中近東・アフリカ等を含む。

2014年3月期 通期予想

金 額
実質対前期比

区 分

為替レート

セグメント

金 額

（単位：億円）

（単位：億円）

2014年3月期 通期予想

金 額 対前期比
(A),(B)除く

金 額対前期比
(A),(B)除く

実質対前期比
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配当の状況

配当推移

2014年3月期予想 2013年3月期実績 2012年3月期実績

△4円20銭

～△25円23銭

△25円43銭

～△46円45銭

15円00銭 12円50銭 20円00銭

連結 － － －

単体 － － －

1株当たり年間配当金

1株当たり
当期純利益

連結

単体

△81円16銭

配当性向

△120円38銭 △180円05銭

△170円95銭

◇ 中間配当金は期初の予想通り1株当たり7円50銭。

◇ 期末配当金は1株当たり7円50銭を予想。中間配当金とあわせて、年間配当金は1株当たり15円を予想。
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