
２０１２年３月期 通期 連結業績予想

経営成績 （単位：百万円）

前期実績

金 額 金 額

売上高 80,000 ＋1,729 ＋2.2% 78,270

電子楽器事業 46,000 ＋184 ＋0.4% 45,815

コンピュータ周辺機器事業 34,000 ＋1,545 ＋4.8% 32,454

営業利益 400 △1,870 △82.4% 2,270

電子楽器事業 △1,800 △1,671 － △128

コンピュータ周辺機器事業 2,200 △198 △8.3% 2,398

経常利益 △100 △1,009 － 909

当期純利益 △500 ＋194 － △694

セグメント別売上高 （単位：百万円）

前期実績

金額 金 額

電子楽器 17,200 △247 △1.4% 17,447

ギター関連電子楽器 9,200 ＋112 ＋1.2% 9,087

家庭用電子楽器 11,200 ＋395 ＋3.7% 10,804

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 6,300 ＋403 ＋6.9% 5,896

その他 2,100 △480 △18.6% 2,580

電子楽器事業 計 46,000 ＋184 ＋0.4% 45,815

コンピュータ周辺機器事業 34,000 ＋1,545 ＋4.8% 32,454

合計 80,000 ＋1,729 ＋2.2% 78,270

日 本 9,900 ＋14 ＋0.1% 9,885

北 米 13,100 △4 △0.0% 13,104

欧 州 15,400 △479 △3.0% 15,879

その他 7,600 ＋654 ＋9.4% 6,945

電子楽器事業 計 46,000 ＋184 ＋0.4% 45,815

日 本 3,900 ＋43 ＋1.1% 3,856

北 米 8,100 ＋297 ＋3.8% 7,802

欧 州 11,400 ＋450 ＋4.1% 10,949

その他 10,600 ＋754 ＋7.7% 9,845

コンピュータ周辺機器事業 計 34,000 ＋1,545 ＋4.8% 32,454

合計 80,000 ＋1,729 ＋2.2% 78,270

（※） 「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。

セグメント

２０１２年３月期 通期予想

対前期比

対前期比

２０１２年３月期 通期予想

２０１２年３月期（第４０期） 業績予想発表資料
2011年6月10日

ローランド株式会社

区 分

◇東日本大震災により、部品の調達状況が悪化し、上半期の生産に影響が発生する見通し。

◇電子楽器事業
中国、中南米等の新興国を中心に堅調な需要が見込まれるものの、部品調達に起因する製品の供給不足
により、売上高はほぼ前期並み。営業利益は生産減少による工場稼働率の悪化等により営業損失を予想。

◇コンピュータ周辺機器事業
通期では震災影響は軽微で売上高は増収。営業利益は販売費及び一般管理費の増加により減益を予想。
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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 800 ＋17 ＋2.2% △23 ＋9 ＋30 ＋3.9% 782

電子楽器事業 460 ＋1 ＋0.4% △12 ＋1 ＋13 ＋2.9% 458

コンピュータ周辺機器事業 340 ＋15 ＋4.8% △10 ＋8 ＋17 ＋5.3% 324

営業利益 4 △18 △82.4% △9 ＋0 △9 △41.5% 22

電子楽器事業 △18 △16 － △1 ＋0 △15 － △1

コンピュータ周辺機器事業 22 △1 △8.3% △7 △0 ＋6 ＋25.5% 23

US$ 80 △8 △9.1% － － － － 88

EURO 115 △1 △0.9% － － － － 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 172 △2 △1.4% △5 ＋1 ＋1 ＋1.1% 174

ギター関連電子楽器 92 ＋1 ＋1.2% △3 ＋0 ＋4 ＋4.5% 90

家庭用電子楽器 112 ＋3 ＋3.7% △2 ＋0 ＋6 ＋5.8% 108

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 63 ＋4 ＋6.9% △1 ＋0 ＋5 ＋9.7% 58

その他 21 △4 △18.6% △0 △0 △4 △17.8% 25

電子楽器事業 計 460 ＋1 ＋0.4% △12 ＋1 ＋13 ＋2.9% 458

コンピュータ周辺機器事業 340 ＋15 ＋4.8% △10 ＋8 ＋17 ＋5.3% 324

合計 800 ＋17 ＋2.2% △23 ＋9 ＋30 ＋3.9% 782

日 本 99 ＋0 ＋0.1% － － ＋0 ＋0.1% 98

北 米 131 △0 △0.0% △10 － ＋10 ＋7.8% 131

欧 州 154 △4 △3.0% △3 － △1 △1.1% 158

その他 76 ＋6 ＋9.4% ＋0 ＋1 ＋4 ＋6.8% 69

電子楽器事業 計 460 ＋1 ＋0.4% △12 ＋1 ＋13 ＋2.9% 458

日 本 39 ＋0 ＋1.1% － － ＋0 ＋1.1% 38

北 米 81 ＋2 ＋3.8% △7 － ＋10 ＋12.9% 78

欧 州 114 ＋4 ＋4.1% △2 － ＋6 ＋6.1% 109

その他 106 ＋7 ＋7.7% △0 ＋8 ＋0 ＋0.1% 98

コンピュータ周辺機器事業 計 340 ＋15 ＋4.8% △10 ＋8 ＋17 ＋5.3% 324

合計 800 ＋17 ＋2.2% △23 ＋9 ＋30 ＋3.9% 782

（※） 「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 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

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
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配当の状況

配当推移

２０１２年３月期予想 ２０１１年３月期予定 ２０１０年３月期実績

連結 △21円02銭 △29円21銭 △83円99銭

単体 △41円00銭 △4円61銭 △4円75銭

20円00銭 25円00銭 20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

◇ 2012年3月期の配当は、利益還元の基本方針に基づき、安定配当を重視し、1株あたり年間20円を予定。

3/3


	P1
	P2
	P3

