
２０１１年３月期 通期 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 78,270 △129 △0.2% ＋3,236 ＋4.3% 78,400 75,034

電子楽器事業 45,815 △184 △0.4% ＋329 ＋0.7% 46,000 45,486

コンピュータ周辺機器事業 32,454 ＋54 ＋0.2% ＋2,906 ＋9.8% 32,400 29,547

営業利益 2,270 ＋370 ＋19.5% ＋3,083 － 1,900 △813

電子楽器事業 △128 ＋171 － ＋1,742 － △300 △1,870

コンピュータ周辺機器事業 2,398 ＋198 ＋9.0% ＋1,341 ＋126.8% 2,200 1,057

経常利益 909 ＋409 ＋81.9% ＋1,451 － 500 △541

当期純利益 △694 ＋105 － ＋1,395 － △800 △2,090

(注) 当期予想は、2011年2月4日公表の修正予想です。

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 17,447 ＋157 ＋0.9% △917 △5.0% 17,290 18,364

ギター関連電子楽器 9,087 ＋217 ＋2.4% ＋69 ＋0.8% 8,870 9,018

家庭用電子楽器 10,804 △345 △3.1% ＋1,175 ＋12.2% 11,150 9,628

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 5,896 △143 △2.4% ＋181 ＋3.2% 6,040 5,714

その他 2,580 △69 △2.6% △179 △6.5% 2,650 2,760

電子楽器事業 計 45,815 △184 △0.4% ＋329 ＋0.7% 46,000 45,486

コンピュータ周辺機器事業 32,454 ＋54 ＋0.2% ＋2,906 ＋9.8% 32,400 29,547

合計 78,270 △129 △0.2% ＋3,236 ＋4.3% 78,400 75,034

日 本 9,885 △154 △1.5% △197 △2.0% 10,040 10,083

北 米 13,104 △15 △0.1% △157 △1.2% 13,120 13,262

欧 州 15,879 △0 △0.0% △607 △3.7% 15,880 16,487

その他 6,945 △14 △0.2% ＋1,293 ＋22.9% 6,960 5,652

電子楽器事業 計 45,815 △184 △0.4% ＋329 ＋0.7% 46,000 45,486

日 本 3,856 ＋96 ＋2.6% ＋219 ＋6.0% 3,760 3,636

北 米 7,802 ＋12 ＋0.2% ＋754 ＋10.7% 7,790 7,048

欧 州 10,949 △10 △0.1% ＋206 ＋1.9% 10,960 10,743

その他 9,845 △44 △0.4% ＋1,725 ＋21.3% 9,890 8,119

コンピュータ周辺機器事業 計 32,454 ＋54 ＋0.2% ＋2,906 ＋9.8% 32,400 29,547

合計 78,270 △129 △0.2% ＋3,236 ＋4.3% 78,400 75,034

（※）従来の所在地別から販売地域別に分類を変更。 「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。

２０１１年３月期 通期実績

区 分

セグメント

ローランド株式会社

２０１１年３月期（第３９期） 決算発表資料
2011年5月11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

２０１１年３月期 通期実績

◇電子楽器事業
電子ピアノや業務用音響・映像機器が好調に推移。地域別では日・米・欧の主要市場が前年並みに対して、
アジアや中南米で販売が伸長。生産量増加により原価率は改善するものの円高の影響もあり営業損失計上。

◇コンピュータ周辺機器事業
日・米・欧にてメタリックカラーインクを搭載したプリンターを中心に販売好調、中国などの新興国に
おいても販売が伸長し、増収増益。

◇連結業績
増収増益の回復基調にあるものの、円高による為替差損の影響により最終ネットは純損失。
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２０１１年３月期 通期 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 782 ＋32 ＋4.3% △39 ＋3 ＋68 ＋9.2% 750

電子楽器事業 458 ＋3 ＋0.7% △22 ＋3 ＋22 ＋4.9% 454

コンピュータ周辺機器事業 324 ＋29 ＋9.8% △17 － ＋46 ＋15.7% 295

営業利益 22 ＋30 － △19 ＋0 ＋49 － △8

電子楽器事業 △1 ＋17 － △6 ＋0 ＋23 － △18

コンピュータ周辺機器事業 23 ＋13 ＋126.8% △12 △0 ＋25 ＋244.0% 10

US$ 88 △6 △6.4% － － － － 94

EURO 116 △14 △10.8% － － － － 130

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 174 △9 △5.0% △9 ＋2 △2 △1.6% 183

ギター関連電子楽器 90 ＋0 ＋0.8% △4 ＋0 ＋5 ＋5.8% 90

家庭用電子楽器 108 ＋11 ＋12.2% △5 ＋0 ＋16 ＋17.5% 96

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 58 ＋1 ＋3.2% △2 ＋0 ＋4 ＋7.8% 57

その他 25 △1 △6.5% △0 △0 △1 △4.6% 27

電子楽器事業 計 458 ＋3 ＋0.7% △22 ＋3 ＋22 ＋4.9% 454

コンピュータ周辺機器事業 324 ＋29 ＋9.8% △17 － ＋46 ＋15.7% 295

合計 782 ＋32 ＋4.3% △39 ＋3 ＋68 ＋9.2% 750

日 本 98 △1 △2.0% － － △1 △2.0% 100

北 米 131 △1 △1.2% △6 － ＋5 ＋3.9% 132

欧 州 158 △6 △3.7% △17 － ＋10 ＋6.6% 164

その他 69 ＋12 ＋22.9% ＋1 ＋3 ＋8 ＋14.6% 56

電子楽器事業 計 458 ＋3 ＋0.7% △22 ＋3 ＋22 ＋4.9% 454

日 本 38 ＋2 ＋6.0% － － ＋2 ＋6.0% 36

北 米 78 ＋7 ＋10.7% △5 － ＋12 ＋18.2% 70

欧 州 109 ＋2 ＋1.9% △12 － ＋14 ＋13.7% 107

その他 98 ＋17 ＋21.3% ＋0 － ＋16 ＋20.7% 81

コンピュータ周辺機器事業 計 324 ＋29 ＋9.8% △17 － ＋46 ＋15.7% 295

合計 782 ＋32 ＋4.3% △39 ＋3 ＋68 ＋9.2% 750

（※）従来の所在地別から販売地域別に分類を変更。 「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。

２０１１年３月期 通期実績

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）

２０１１年３月期 通期実績

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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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 － △29円21銭 △83円99銭

単体 － △4円61銭 △4円75銭

未定 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

◇ 期末配当金は、１株あたり 12円50銭とし、実施済みの中間配当金とあわせて、年間の配当金は１株あたり
25円00銭を予定。

◇ 次期については、現段階では業績予想が困難であるため、未定としています。 予想が可能となった時点で
速やかに開示します。
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