
２０１３年３月期 第３四半期 連結業績

経営成績

当期予想 前期実績

金　　　額 金　　　額 金　　　額

  売上高 53,013 △1,186 △2.2% △2,355 △4.3% 54,200 55,369

 電子楽器事業 29,361 △638 △2.1% △1,866 △6.0% 30,000 31,227

 コンピュータ周辺機器事業 23,652 △547 △2.3% △489 △2.0% 24,200 24,141

  営業利益 △252 △552 － △762 － 300 510

 電子楽器事業 △1,166 △166 － △409 － △1,000 △756

 コンピュータ周辺機器事業 913 △386 △29.7% △353 △27.9% 1,300 1,267

  経常利益 △465 △415 － △427 － △50 △38

  四半期純利益 △2,714 △614 － △2,983 － △2,100 268

セグメント別売上高

当期予想 前期実績

金　　　額 金　　　額 金　　　額

 電子楽器 10,957 △132 △1.2% △629 △5.4% 11,090 11,586

 ギター関連電子楽器 5,793 △106 △1.8% △588 △9.2% 5,900 6,382

 家庭用電子楽器 7,422 △357 △4.6% △330 △4.3% 7,780 7,752

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 3,353 △66 △1.9% △517 △13.4% 3,420 3,871

 その他 1,834 ＋24 ＋1.3% ＋199 ＋12.2% 1,810 1,634

電子楽器事業　計 29,361 △638 △2.1% △1,866 △6.0% 30,000 31,227

コンピュータ周辺機器事業 23,652 △547 △2.3% △489 △2.0% 24,200 24,141

合計 53,013 △1,186 △2.2% △2,355 △4.3% 54,200 55,369

 日　本 6,825 △474 △6.5% △3 △0.0% 7,300 6,829

 北　米 8,002 ＋2 ＋0.0% △683 △7.9% 8,000 8,686

 欧　州 8,946 △153 △1.7% △1,413 △13.6% 9,100 10,360

 その他 5,586 △13 △0.2% ＋234 ＋4.4% 5,600 5,351

電子楽器事業　計 29,361 △638 △2.1% △1,866 △6.0% 30,000 31,227

 日　本 3,024 △75 △2.4% ＋159 ＋5.6% 3,100 2,865

 北　米 6,138 ＋38 ＋0.6% ＋430 ＋7.5% 6,100 5,708

 欧　州 7,377 △122 △1.6% △611 △7.7% 7,500 7,989

 その他 7,111 △388 △5.2% △467 △6.2% 7,500 7,578

コンピュータ周辺機器事業　計 23,652 △547 △2.3% △489 △2.0% 24,200 24,141

合計 53,013 △1,186 △2.2% △2,355 △4.3% 54,200 55,369

（※）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。

2013年3月期 第3四半期累計実績

区　　　　分

セグメント

ローランド株式会社

２０１３年３月期（第４１期） 第３四半期決算発表資料
2013年2月8日

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

2013年3月期 第3四半期累計実績

◇ 連結業績
　 最終損益は、構造改革の一環として実施した希望退職者の募集に伴う費用14億円と税費用7億円で、
　 27億円の四半期純損失計上。

◇ 電子楽器事業
   新興国は、ブラジルやインドネシア等は着実に成長。日本、北米、欧州では、電子ドラム等の新製品が
   売上に貢献も、既存製品を中心に全般的に販売減少。円高影響も大きく減収、営業損失拡大。

◇ コンピュータ周辺機器事業
　 日本と北米ではプリンターの新製品好調、一方で欧州は南欧の景気低迷、アジアは中国の成長鈍化や
　 韓国販売網の見直し等で減収、減益。
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２０１３年３月期 第３四半期 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 530 △23 △4.3% △25 － ＋2 ＋0.4% 553

 電子楽器事業 293 △18 △6.0% △12 － △5 △1.8% 312

 コンピュータ周辺機器事業 236 △4 △2.0% △12 － ＋8 ＋3.3% 241

  営業利益 △2 △7 － △15 △2 ＋10 ＋202.7% 5

 電子楽器事業 △11 △4 － △6 － ＋2 － △7

 コンピュータ周辺機器事業 9 △3 △27.9% △9 △2 ＋8 ＋63.3% 12

  US$ 79 △1 △1.6% － － － － 81

  EUR 102 △12 △10.3% － － － － 113

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 109 △6 △5.4% △5 － △1 △1.1% 115

 ギター関連電子楽器 57 △5 △9.2% △3 － △2 △4.5% 63

 家庭用電子楽器 74 △3 △4.3% △3 － ＋0 ＋0.1% 77

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 33 △5 △13.4% △1 － △4 △10.4% 38

 その他 18 ＋1 ＋12.2% △0 － ＋2 ＋14.8% 16

電子楽器事業　計 293 △18 △6.0% △12 － △5 △1.8% 312

コンピュータ周辺機器事業 236 △4 △2.0% △12 － ＋8 ＋3.3% 241

合計 530 △23 △4.3% △25 － ＋2 ＋0.4% 553

 日　本 68 △0 △0.0% － － △0 △0.0% 68

 北　米 80 △6 △7.9% △1 － △5 △5.9% 86

 欧　州 89 △14 △13.6% △8 － △5 △5.8% 103

 その他 55 ＋2 ＋4.4% △3 － ＋5 ＋10.2% 53

電子楽器事業　計 293 △18 △6.0% △12 － △5 △1.8% 312

 日　本 30 ＋1 ＋5.6% － － ＋1 ＋5.6% 28

 北　米 61 ＋4 ＋7.5% △0 － ＋5 ＋9.3% 57

 欧　州 73 △6 △7.7% △7 － ＋1 ＋1.7% 79

 その他 71 △4 △6.2% △4 － △0 △0.2% 75

コンピュータ周辺機器事業　計 236 △4 △2.0% △12 － ＋8 ＋3.3% 241

合計 530 △23 △4.3% △25 － ＋2 ＋0.4% 553

（※）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。

2013年3月期 第3四半期累計実績

金　　　額
実質対前期比

区　　　分

為替レート

セグメント

金　　　額

（単位：億円）

（単位：億円）

2013年3月期 第3四半期累計実績

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
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２０１３年３月期 通期 連結業績予想

経営成績

金　　　額

  売上高 72,000 △2,000 △2.7% △2,825 △3.8%

 電子楽器事業 39,800 △1,200 △2.9% △2,514 △5.9%

 コンピュータ周辺機器事業 32,200 △800 △2.4% △310 △1.0%

  営業利益 △800 △1,500 － △1,672 －

 電子楽器事業 △2,300 △1,100 － △1,263 －

 コンピュータ周辺機器事業 1,500 △400 △21.1% △408 △21.4%

△1,100 △1,300 － △1,236 －

△4,000 △1,800 － △2,069 －

２０１３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) (B)

  売上高 720 △28 △3.8% △21 － △6 748

 電子楽器事業 398 △25 △5.9% △10 － △14 423

 コンピュータ周辺機器事業 322 △3 △1.0% △11 － ＋8 325

  営業利益 △ 8 △16 － △12 △3 △0 8

 電子楽器事業 △ 23 △12 － △4 － △8 △ 10

 コンピュータ周辺機器事業 15 △4 △21.4% △8 △3 ＋7 19

  US$ 80 △0 △0.0% － － － 80

  EUR 103 △8 △7.6% － － － 111

実質対前期比

前期実績

金　　　額

  経常利益

  当期純利益

33,000

(A),(B)除く

74,000

41,000

700

74,825

42,314

32,510

872

為替レート

△0.9%

△3.5%

＋2.5%

△7.6%

－

＋39.5%

－

－

△1,200

1,900

200

（単位：億円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2013年3月期 通期予想

区　　　分

△2,200

△1,036

金　　　額 対前期比 金　　　額

△1,930

136

1,908

2013年3月期 通期予想

区　　　　分
金　　　額

前回予想

◇電子楽器事業
　日本における第3四半期以降の電子ピアノの販売減速や欧州景気後退により、売上高及び営業利益は
　前回予想を下回る見込み。

◇コンピュータ周辺機器事業
　韓国の販売体制見直しや中国の景気鈍化と競争激化、欧州景気低迷により、売上高及び営業利益は
　前回予想を下回る見込み。

◇連結業績
　営業利益の減益に加え、繰延税金資産の取崩し5億円や構造改革費用の増加2億円等により、
　最終損益は、前回予想から18億円減益の40億円の当期純損失となる見込み。
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