
２０１２年３月期 第２四半期 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 36,989 △410 △1.1% △2,281 △5.8% 37,400 39,271

電子楽器事業 20,946 △253 △1.2% △2,044 △8.9% 21,200 22,990

コンピュータ周辺機器事業 16,043 △156 △1.0% △237 △1.5% 16,200 16,281

営業利益 △183 ＋216 － △1,681 － △400 1,498

電子楽器事業 △829 ＋170 － △638 － △1,000 △190

コンピュータ周辺機器事業 646 ＋46 ＋7.7% △1,042 △61.7% 600 1,688

経常利益 △390 ＋109 － △799 － △500 409

四半期純利益 512 ＋112 ＋28.2% ＋1,023 － 400 △510

（注）当期予想は、2011年8月5日公表の修正予想。

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 7,938 △91 △1.1% △967 △10.9% 8,030 8,905

ギター関連電子楽器 4,290 △19 △0.4% △228 △5.0% 4,310 4,518

家庭用電子楽器 5,047 ＋17 ＋0.4% △161 △3.1% 5,030 5,209

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 2,633 △136 △4.9% △354 △11.9% 2,770 2,987

その他 1,036 △23 △2.3% △332 △24.3% 1,060 1,368

電子楽器事業 計 20,946 △253 △1.2% △2,044 △8.9% 21,200 22,990

コンピュータ周辺機器事業 16,043 △156 △1.0% △237 △1.5% 16,200 16,281

合計 36,989 △410 △1.1% △2,281 △5.8% 37,400 39,271

日 本 4,436 △163 △3.5% △567 △11.3% 4,600 5,004

北 米 6,058 △41 △0.7% △873 △12.6% 6,100 6,931

欧 州 7,013 ＋13 ＋0.2% △849 △10.8% 7,000 7,863

その他 3,436 △63 △1.8% ＋246 ＋7.7% 3,500 3,189

電子楽器事業 計 20,946 △253 △1.2% △2,044 △8.9% 21,200 22,990

日 本 1,793 △6 △0.3% △6 △0.3% 1,800 1,799

北 米 3,812 △87 △2.3% ＋25 ＋0.7% 3,900 3,786

欧 州 5,556 △143 △2.5% △106 △1.9% 5,700 5,662

その他 4,881 ＋81 ＋1.7% △150 △3.0% 4,800 5,031

コンピュータ周辺機器事業 計 16,043 △156 △1.0% △237 △1.5% 16,200 16,281

合計 36,989 △410 △1.1% △2,281 △5.8% 37,400 39,271

（※）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

２０１２年３月期（第４０期） 第２四半期決算発表資料
2011年11月9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

2012年3月期 第2四半期累計実績

2012年3月期 第2四半期累計実績

区 分

セグメント

◇ 連結業績
東日本大震災の影響による生産量減少で原価率が悪化、円高の影響もあり、1.8億円の営業損失。
最終利益は、連結子会社の吸収合併に伴う繰延税金資産の計上等により5億円の純利益。

◇ 電子楽器事業
中国やブラジル等の新興市場では着実に成長するものの、日本、北米、欧州の主要市場では、個人消費が
低迷するなか、シンセサイザーや電子ドラム等の高価格帯を中心に伸び悩む。

◇ コンピュータ周辺機器事業
北米は好調に推移するものの、欧州における設備投資意欲の減退やアジアの成長鈍化により、プリンターの
主力製品の販売が減少。
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２０１２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) (B)

売上高 369 △22 △5.8% △18 ＋3 △7 △1.9% 392

電子楽器事業 209 △20 △8.9% △10 ＋0 △10 △4.7% 229

コンピュータ周辺機器事業 160 △2 △1.5% △8 ＋2 ＋3 ＋2.1% 162

営業利益 △1 △16 － △8 ＋0 △8 △57.7% 14

電子楽器事業 △8 △6 － △2 ＋0 △4 － △1

コンピュータ周辺機器事業 6 △10 △61.7% △5 ＋0 △4 △27.2% 16

US$ 82 △9 △9.9% － － － － 91

EUR 115 △6 △5.0% － － － － 121

セグメント別売上高

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) (B)

電子楽器 79 △9 △10.9% △4 ＋0 △6 △6.9% 89

ギター関連電子楽器 42 △2 △5.0% △2 △0 ＋0 ＋0.5% 45

家庭用電子楽器 50 △1 △3.1% △2 △0 ＋0 ＋1.1% 52

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 26 △3 △11.9% △1 ＋0 △2 △8.1% 29

その他 10 △3 △24.3% △0 △0 △3 △22.1% 13

電子楽器事業 計 209 △20 △8.9% △10 ＋0 △10 △4.7% 229

コンピュータ周辺機器事業 160 △2 △1.5% △8 ＋2 ＋3 ＋2.1% 162

合計 369 △22 △5.8% △18 ＋3 △7 △1.9% 392

日 本 44 △5 △11.3% － － △5 △11.3% 50

北 米 60 △8 △12.6% △6 － △2 △3.5% 69

欧 州 70 △8 △10.8% △3 － △4 △5.8% 78

その他 34 ＋2 ＋7.7% △0 ＋0 ＋1 ＋6.1% 31

電子楽器事業 計 209 △20 △8.9% △10 ＋0 △10 △4.7% 229

日 本 17 △0 △0.3% － － △0 △0.3% 17

北 米 38 ＋0 ＋0.7% △4 － ＋4 ＋12.2% 37

欧 州 55 △1 △1.9% △2 － ＋1 ＋3.3% 56

その他 48 △1 △3.0% △0 ＋2 △3 △6.1% 50

コンピュータ周辺機器事業 計 160 △2 △1.5% △8 ＋2 ＋3 ＋2.1% 162

合計 369 △22 △5.8% △18 ＋3 △7 △1.9% 392

（※）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）

2012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

2012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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２０１２年３月期 通期 連結業績予想

経営成績

前回予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

売上高 77,300 △2,700 △3.4% △970 △1.2% 80,000 78,270

電子楽器事業 43,200 △2,800 △6.1% △2,615 △5.7% 46,000 45,815

コンピュータ周辺機器事業 34,100 ＋100 ＋0.3% ＋1,645 ＋5.1% 34,000 32,454

営業利益 1,400 ＋1,000 ＋250.0% △870 △38.3% 400 2,270

電子楽器事業 △800 ＋1,000 － △671 － △1,800 △128

コンピュータ周辺機器事業 2,200 － － △198 △8.3% 2,200 2,398

経常利益 700 ＋800 － △209 △23.0% △100 909

当期純利益 400 ＋900 － ＋1,094 － △500 △694

セグメント別売上高

前回予想 前期実績

金 額 金 額 金 額

電子楽器 16,190 △1,010 △5.9% △1,257 △7.2% 17,200 17,447

ギター関連電子楽器 8,650 △550 △6.0% △437 △4.8% 9,200 9,087

家庭用電子楽器 11,010 △190 △1.7% ＋205 ＋1.9% 11,200 10,804

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 5,260 △1,040 △16.5% △636 △10.8% 6,300 5,896

その他 2,090 △10 △0.5% △490 △19.0% 2,100 2,580

電子楽器事業 計 43,200 △2,800 △6.1% △2,615 △5.7% 46,000 45,815

コンピュータ周辺機器事業 34,100 ＋100 ＋0.3% ＋1,645 ＋5.1% 34,000 32,454

合計 77,300 △2,700 △3.4% △970 △1.2% 80,000 78,270

日 本 9,600 △300 △3.0% △285 △2.9% 9,900 9,885

北 米 11,700 △1,400 △10.7% △1,404 △10.7% 13,100 13,104

欧 州 14,400 △1,000 △6.5% △1,479 △9.3% 15,400 15,879

その他 7,500 △100 △1.3% ＋554 ＋8.0% 7,600 6,945

電子楽器事業 計 43,200 △2,800 △6.1% △2,615 △5.7% 46,000 45,815

日 本 3,900 － － ＋43 ＋1.1% 3,900 3,856

北 米 8,000 △100 △1.2% ＋197 ＋2.5% 8,100 7,802

欧 州 11,500 ＋100 ＋0.9% ＋550 ＋5.0% 11,400 10,949

その他 10,700 ＋100 ＋0.9% ＋854 ＋8.7% 10,600 9,845

コンピュータ周辺機器事業 計 34,100 ＋100 ＋0.3% ＋1,645 ＋5.1% 34,000 32,454

合計 77,300 △2,700 △3.4% △970 △1.2% 80,000 78,270

（※）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

2012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

2012年3月期 通期予想

◇ 連結業績
電子楽器事業の営業損失縮小により、経常利益および当期純利益は当初予想を上回り黒字化の見込み。

◇ 電子楽器事業
ブラジルや中国等の新興市場は好調に推移するものの、主要市場である日本や欧米諸国では景気回復の
足取りが鈍く、売上高は当初の予想を下回る。一方、東日本大震災の影響により上半期は工場稼働率が
悪化するも当初予想よりは影響が減少。製造原価や販売費及び一般管理費の削減もあり、営業損失は縮小。

◇ コンピュータ周辺機器事業
売上高、営業利益ともに前回予想どおりとなる見込み。
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２０１２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 773 △9 △1.2% △34 ＋11 ＋13 ＋1.8% 782

電子楽器事業 432 △26 △5.7% △19 ＋2 △9 △2.0% 458

コンピュータ周辺機器事業 341 ＋16 ＋5.1% △14 ＋8 ＋23 ＋7.1% 324

営業利益 14 △8 △38.3% △17 ＋0 ＋8 ＋35.6% 22

電子楽器事業 △8 △6 － △6 ＋0 △1 － △1

コンピュータ周辺機器事業 22 △1 △8.3% △10 △0 ＋9 ＋38.5% 23

US$ 80 △8 △9.1% － － － － 88

EUR 111 △5 △4.3% － － － － 116

セグメント別売上高

前期実績

為替変動 新規連結

影響 (A) (B)

電子楽器 161 △12 △7.2% △7 ＋2 △6 △3.9% 174

ギター関連電子楽器 86 △4 △4.8% △4 ＋0 △0 △0.1% 90

家庭用電子楽器 110 ＋2 ＋1.9% △4 ＋0 ＋6 ＋5.6% 108

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 52 △6 △10.8% △2 ＋0 △4 △7.1% 58

その他 20 △4 △19.0% △0 △0 △4 △17.0% 25

電子楽器事業 計 432 △26 △5.7% △19 ＋2 △9 △2.0% 458

コンピュータ周辺機器事業 341 ＋16 ＋5.1% △14 ＋8 ＋23 ＋7.1% 324

合計 773 △9 △1.2% △34 ＋11 ＋13 ＋1.8% 782

日 本 96 △2 △2.9% － － △2 △2.9% 98

北 米 117 △14 △10.7% △10 － △3 △2.6% 131

欧 州 144 △14 △9.3% △7 － △7 △4.7% 158

その他 75 ＋5 ＋8.0% △1 ＋2 ＋4 ＋6.3% 69

電子楽器事業 計 432 △26 △5.7% △19 ＋2 △9 △2.0% 458

日 本 39 ＋0 ＋1.1% － － ＋0 ＋1.1% 38

北 米 80 ＋1 ＋2.5% △7 － ＋9 ＋12.3% 78

欧 州 115 ＋5 ＋5.0% △5 － ＋10 ＋9.9% 109

その他 107 ＋8 ＋8.7% △2 ＋8 ＋2 ＋2.2% 98

コンピュータ周辺機器事業 計 341 ＋16 ＋5.1% △14 ＋8 ＋23 ＋7.1% 324

合計 773 △9 △1.2% △34 ＋11 ＋13 ＋1.8% 782

（※）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。

2012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）

2012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

2012年3月期予想 2011年3月期実績 2010年3月期実績

連結 16円82銭 △29円21銭 △83円99銭

単体 △12円57銭 △4円61銭 △4円75銭

20円00銭 25円00銭 20円00銭

連結 118.9% － －

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株当り10円。

◇ 期末配当金は1株当り10円を予想。中間配当金とあわせて、年間配当金は1株当り20円を予想。
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