
２０１３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 36,278 △2,321 △6.0% △711 △1.9% 38,600 36,989

電子楽器事業 20,224 △1,175 △5.5% △721 △3.4% 21,400 20,946

コンピュータ周辺機器事業 16,053 △1,146 △6.7% ＋10 ＋0.1% 17,200 16,043

営業利益 203 △196 △49.2% ＋386 － 400 △183

電子楽器事業 △585 △385 － ＋244 － △200 △829

コンピュータ周辺機器事業 788 ＋188 ＋31.4% ＋142 ＋22.0% 600 646

経常利益 △30 △230 － ＋359 － 200 △390

四半期純利益 △223 ＋176 － △736 － △400 512

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 7,522 △117 △1.5% △415 △5.2% 7,640 7,938

ギター関連電子楽器 4,069 △270 △6.2% △221 △5.2% 4,340 4,290

家庭用電子楽器 5,181 △608 △10.5% ＋133 ＋2.7% 5,790 5,047

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 2,249 △250 △10.0% △383 △14.6% 2,500 2,633

その他 1,201 ＋71 ＋6.4% ＋165 ＋16.0% 1,130 1,036

電子楽器事業 計 20,224 △1,175 △5.5% △721 △3.4% 21,400 20,946

コンピュータ周辺機器事業 16,053 △1,146 △6.7% ＋10 ＋0.1% 17,200 16,043

合計 36,278 △2,321 △6.0% △711 △1.9% 38,600 36,989

日 本 4,593 △606 △11.7% ＋156 ＋3.5% 5,200 4,436

北 米 5,624 △75 △1.3% △434 △7.2% 5,700 6,058

欧 州 6,276 △323 △4.9% △737 △10.5% 6,600 7,013

その他 3,730 △169 △4.4% ＋293 ＋8.5% 3,900 3,436

電子楽器事業 計 20,224 △1,175 △5.5% △721 △3.4% 21,400 20,946

日 本 2,000 ＋100 ＋5.3% ＋207 ＋11.5% 1,900 1,793

北 米 4,139 △60 △1.4% ＋327 ＋8.6% 4,200 3,812

欧 州 5,217 △482 △8.5% △338 △6.1% 5,700 5,556

その他 4,695 △704 △13.0% △185 △3.8% 5,400 4,881

コンピュータ周辺機器事業 計 16,053 △1,146 △6.7% ＋10 ＋0.1% 17,200 16,043

合計 36,278 △2,321 △6.0% △711 △1.9% 38,600 36,989

（※）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

２０１３年３月期（第４１期） 第２四半期決算発表資料
2012年11月7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2四半期累計実績

2013年3月期 第2四半期累計実績

区 分

セグメント

◇ 連結業績
最終ネット利益は、少数株主への利益振替や法人税等により、2億円の純損失。
繰延税金資産の計上が7億円減少したことにより、対前期7億円の減益。

◇ 電子楽器事業
日本は、震災からの回復もあり前期を上回るも、北米や欧州の販売が伸び悩み、円高影響も大きく、
売上が減少。新製品の生産増により原価率改善するも、営業損失を計上。

◇ コンピュータ周辺機器事業
日本や北米では、前期発売のプリンターが好調。欧州は南欧の不調に加え、円高影響も大きく、アジアは
中国が景気減速等により伸び悩み、全体の売上は前期並み。営業利益は原価率改善等により増益。
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２０１３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 362 △7 △1.9% △18 － ＋11 ＋3.1% 369

電子楽器事業 202 △7 △3.4% △9 － ＋2 ＋1.2% 209

コンピュータ周辺機器事業 160 ＋0 ＋0.1% △9 － ＋9 ＋5.7% 160

営業利益 2 ＋3 － △11 △0 ＋16 － △1

電子楽器事業 △5 ＋2 － △5 － ＋7 － △8

コンピュータ周辺機器事業 7 ＋1 ＋22.0% △6 △0 ＋8 ＋132.5% 6

US$ 80 △2 △2.8% － － － － 82

EUR 103 △12 △10.0% － － － － 115

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 △4 △5.2% △3 － △0 △0.5% 79

ギター関連電子楽器 40 △2 △5.2% △2 － ＋0 ＋0.0% 42

家庭用電子楽器 51 ＋1 ＋2.7% △2 － ＋3 ＋7.7% 50

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 22 △3 △14.6% △0 － △2 △11.2% 26

その他 12 ＋1 ＋16.0% △0 － ＋1 ＋18.9% 10

電子楽器事業 計 202 △7 △3.4% △9 － ＋2 ＋1.2% 209

コンピュータ周辺機器事業 160 ＋0 ＋0.1% △9 － ＋9 ＋5.7% 160

合計 362 △7 △1.9% △18 － ＋11 ＋3.1% 369

日 本 45 ＋1 ＋3.5% － － ＋1 ＋3.5% 44

北 米 56 △4 △7.2% △1 － △2 △4.1% 60

欧 州 62 △7 △10.5% △5 － △1 △2.2% 70

その他 37 ＋2 ＋8.5% △2 － ＋4 ＋14.5% 34

電子楽器事業 計 202 △7 △3.4% △9 － ＋2 ＋1.2% 209

日 本 20 ＋2 ＋11.5% － － ＋2 ＋11.5% 17

北 米 41 ＋3 ＋8.6% △1 － ＋4 ＋11.7% 38

欧 州 52 △3 △6.1% △5 － ＋1 ＋3.4% 55

その他 46 △1 △3.8% △2 － ＋0 ＋1.4% 48

コンピュータ周辺機器事業 計 160 ＋0 ＋0.1% △9 － ＋9 ＋5.7% 160

合計 362 △7 △1.9% △18 － ＋11 ＋3.1% 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。

（単位：億円）

（単位：億円）

2013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

2013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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２０１３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 74,000 △6,200 △7.7% △825 △1.1% 80,200 74,825

電子楽器事業 41,000 △4,000 △8.9% △1,314 △3.1% 45,000 42,314

コンピュータ周辺機器事業 33,000 △2,200 △6.3% ＋489 ＋1.5% 35,200 32,510

営業利益 700 △1,700 △70.8% △172 △19.8% 2,400 872

電子楽器事業 △1,200 △1,600 － △163 － 400 △1,036

コンピュータ周辺機器事業 1,900 △100 △5.0% △8 △0.5% 2,000 1,908

経常利益 200 △1,700 △89.5% ＋63 ＋46.2% 1,900 136

当期純利益 △2,200 △2,300 － △269 － 100 △1,930

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 15,090 △1,120 △6.9% △368 △2.4% 16,210 15,458

ギター関連電子楽器 8,110 △1,260 △13.4% △720 △8.2% 9,370 8,830

家庭用電子楽器 10,710 △1,010 △8.6% ＋64 ＋0.6% 11,720 10,645

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 4,780 △660 △12.1% △431 △8.3% 5,440 5,211

その他 2,310 ＋50 ＋2.2% ＋141 ＋6.5% 2,260 2,168

電子楽器事業 計 41,000 △4,000 △8.9% △1,314 △3.1% 45,000 42,314

コンピュータ周辺機器事業 33,000 △2,200 △6.3% ＋489 ＋1.5% 35,200 32,510

合計 74,000 △6,200 △7.7% △825 △1.1% 80,200 74,825

日 本 9,700 △700 △6.7% ＋482 ＋5.2% 10,400 9,217

北 米 10,800 △1,500 △12.2% △845 △7.3% 12,300 11,645

欧 州 12,800 △1,000 △7.2% △1,379 △9.7% 13,800 14,179

その他 7,700 △800 △9.4% ＋427 ＋5.9% 8,500 7,272

電子楽器事業 計 41,000 △4,000 △8.9% △1,314 △3.1% 45,000 42,314

日 本 4,300 ＋200 ＋4.9% ＋230 ＋5.7% 4,100 4,069

北 米 8,300 △200 △2.4% ＋640 ＋8.4% 8,500 7,659

欧 州 10,400 △900 △8.0% △420 △3.9% 11,300 10,820

その他 10,000 △1,300 △11.5% ＋39 ＋0.4% 11,300 9,960

コンピュータ周辺機器事業 計 33,000 △2,200 △6.3% ＋489 ＋1.5% 35,200 32,510

合計 74,000 △6,200 △7.7% △825 △1.1% 80,200 74,825

（※）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。

区 分

セグメント
対予想比 対前期比

2013年3月期 通期予想

（単位：百万円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2013年3月期 通期予想

◇ 連結業績
最終ネット利益は営業利益の減少に加え、構造改革による特別損失12億円により、22億円の赤字を予想。

◇ 電子楽器事業
電子ピアノやギター関連機器の販売が予想を下回り、売上高及び営業利益が期初予想を下回る見込み。

◇ コンピュータ周辺機器事業
欧州やアジア・オセアニア地域の販売が予想を下回り、売上高及び営業利益が期初予想を下回る見込み。
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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) 影響 (B)

売上高 740 △8 △1.1% △27 － ＋18 ＋2.5% 748

電子楽器事業 410 △13 △3.1% △13 － ＋0 ＋0.1% 423

コンピュータ周辺機器事業 330 ＋4 ＋1.5% △13 － ＋18 ＋5.7% 325

営業利益 7 △1 △19.8% △16 △3 ＋18 ＋215.8% 8

電子楽器事業 △12 △1 － △7 － ＋5 － △10

コンピュータ周辺機器事業 19 △0 △0.5% △9 △3 ＋13 ＋70.5% 19

US$ 80 ＋0 ＋0.2% － － － － 80

EUR 101 △10 △9.1% － － － － 111

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 150 △3 △2.4% △5 － ＋1 ＋1.0% 154

ギター関連電子楽器 81 △7 △8.2% △3 － △4 △4.7% 88

家庭用電子楽器 107 ＋0 ＋0.6% △3 － ＋4 ＋4.0% 106

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 47 △4 △8.3% △1 － △3 △6.1% 52

その他 23 ＋1 ＋6.5% △0 － ＋1 ＋8.5% 21

電子楽器事業 計 410 △13 △3.1% △13 － ＋0 ＋0.1% 423

コンピュータ周辺機器事業 330 ＋4 ＋1.5% △13 － ＋18 ＋5.7% 325

合計 740 △8 △1.1% △27 － ＋18 ＋2.5% 748

日 本 97 ＋4 ＋5.2% － － ＋4 ＋5.2% 92

北 米 108 △8 △7.3% △0 － △7 △6.6% 116

欧 州 128 △13 △9.7% △9 － △4 △3.1% 141

その他 77 ＋4 ＋5.9% △3 － ＋7 ＋10.6% 72

電子楽器事業 計 410 △13 △3.1% △13 － ＋0 ＋0.1% 423

日 本 43 ＋2 ＋5.7% － － ＋2 ＋5.7% 40

北 米 83 ＋6 ＋8.4% △0 － ＋6 ＋8.7% 76

欧 州 104 △4 △3.9% △8 － ＋4 ＋4.1% 108

その他 100 ＋0 ＋0.4% △4 － ＋5 ＋5.2% 99

コンピュータ周辺機器事業 計 330 ＋4 ＋1.5% △13 － ＋18 ＋5.7% 325

合計 740 △8 △1.1% △27 － ＋18 ＋2.5% 748

（※）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 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）

2013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

2013年3月期予想 2012年3月期実績 2011年3月期実績

連結 △92円49銭 △81円16銭 △29円21銭

単体 △51円29銭 △180円05銭 △4円61銭

12円50銭 20円00銭 25円00銭

連結 － － －

単体 － － －
配当性向

1株当たり年間配当金

1株当たり
当期純利益

◇ 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5円を予想。中間配当金とあわせて、年間配当金は１株当たり12円50銭を予想。
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