
２０１１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 58,020 △179 △0.3% ＋3,652 ＋6.7% 58,200 54,368

電子楽器事業 33,869 △30 △0.1% ＋965 ＋2.9% 33,900 32,904

コンピュータ周辺機器事業 24,150 △149 △0.6% ＋2,686 ＋12.5% 24,300 21,463

営業利益 1,802 △97 △5.1% ＋2,910 － 1,900 △1,107

電子楽器事業 △369 ＋30 － ＋1,257 － △400 △1,627

コンピュータ周辺機器事業 2,171 △128 △5.6% ＋1,652 ＋318.2% 2,300 519

経常利益 572 △27 △4.5% ＋1,515 － 600 △942

四半期純利益 △828 △28 － ＋1,138 － △800 △1,967

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 12,981 ＋1 ＋0.0% △251 △1.9% 12,980 13,233

ギター関連電子楽器 6,668 ＋18 ＋0.3% ＋158 ＋2.4% 6,650 6,510

家庭用電子楽器 7,849 △50 △0.6% ＋1,020 ＋14.9% 7,900 6,828

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 4,374 △55 △1.3% ＋78 ＋1.8% 4,430 4,296

その他 1,994 ＋54 ＋2.8% △40 △2.0% 1,940 2,034

電子楽器事業 計 33,869 △30 △0.1% ＋965 ＋2.9% 33,900 32,904

コンピュータ周辺機器事業 24,150 △149 △0.6% ＋2,686 ＋12.5% 24,300 21,463

合計 58,020 △179 △0.3% ＋3,652 ＋6.7% 58,200 54,368

日 本 7,546 △163 △2.1% ＋37 ＋0.5% 7,710 7,509

北 米 9,885 △24 △0.3% △43 △0.4% 9,910 9,928

欧 州 11,370 ＋40 ＋0.4% △98 △0.9% 11,330 11,468

その他 5,066 ＋116 ＋2.4% ＋1,069 ＋26.8% 4,950 3,997

電子楽器事業 計 33,869 △30 △0.1% ＋965 ＋2.9% 33,900 32,904

日 本 2,731 △158 △5.5% ＋110 ＋4.2% 2,890 2,621

北 米 5,767 ＋147 ＋2.6% ＋651 ＋12.7% 5,620 5,116

欧 州 8,072 ＋42 ＋0.5% ＋230 ＋2.9% 8,030 7,842

その他 7,579 △180 △2.3% ＋1,695 ＋28.8% 7,760 5,883

コンピュータ周辺機器事業 計 24,150 △149 △0.6% ＋2,686 ＋12.5% 24,300 21,463

合計 58,020 △179 △0.3% ＋3,652 ＋6.7% 58,200 54,368

（※）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 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

２０１１年３月期（第３９期） 第３四半期決算発表資料
2011年2月4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 第3四半期累計実績

◇ 連結業績
増収、営業利益および経常利益は黒字転換、最終損益は純損失も赤字幅縮小。

◇ 電子楽器事業
電子ドラムが高額機種を中心に販売が減少する一方、電子ピアノが好調に推移。
日本国内、北米および欧州の販売は前期並みに推移する一方、アジアや中南米等を含むその他地域で伸長。
営業損益は赤字幅縮小。

◇ コンピュータ周辺機器事業
メタリックシルバーインクを搭載したプリンターの販売が北米や欧州で堅調。
中国を中心としたアジアや中南米で普及価格帯プリンターが大きく伸長。
営業利益は改善。
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２０１１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) (B)

売上高 580 ＋36 ＋6.7% △22 ＋2 ＋56 ＋10.3% 543

電子楽器事業 338 ＋9 ＋2.9% △12 ＋2 ＋18 ＋5.8% 329

コンピュータ周辺機器事業 241 ＋26 ＋12.5% △10 － ＋37 ＋17.3% 214

営業利益 18 ＋29 － △10 ＋0 ＋38 － △11

電子楽器事業 △3 ＋12 － △2 ＋0 ＋15 － △16

コンピュータ周辺機器事業 21 ＋16 ＋318.2% △7 ＋0 ＋23 ＋457.7% 5

US$ 90 △5 △5.3% － － － － 95

EURO 118 △11 △8.5% － － － － 129

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 129 △2 △1.9% △4 ＋2 ＋0 ＋0.1% 132

ギター関連電子楽器 66 ＋1 ＋2.4% △2 ＋0 ＋3 ＋6.0% 65

家庭用電子楽器 78 ＋10 ＋14.9% △2 ＋0 ＋12 ＋18.8% 68

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 43 ＋0 ＋1.8% △1 ＋0 ＋2 ＋5.4% 42

その他 19 △0 △2.0% △0 △0 △0 △0.9% 20

電子楽器事業 計 338 ＋9 ＋2.9% △12 ＋2 ＋18 ＋5.8% 329

コンピュータ周辺機器事業 241 ＋26 ＋12.5% △10 － ＋37 ＋17.3% 214

合計 580 ＋36 ＋6.7% △22 ＋2 ＋56 ＋10.3% 543

日 本 75 ＋0 ＋0.5% － － ＋0 ＋0.5% 75

北 米 98 △0 △0.4% △4 － ＋3 ＋3.8% 99

欧 州 113 △0 △0.9% △9 － ＋8 ＋7.5% 114

その他 50 ＋10 ＋26.8% ＋1 ＋2 ＋6 ＋15.3% 39

電子楽器事業 計 338 ＋9 ＋2.9% △12 ＋2 ＋18 ＋5.8% 329

日 本 27 ＋1 ＋4.2% － － ＋1 ＋4.2% 26

北 米 57 ＋6 ＋12.7% △3 － ＋10 ＋19.7% 51

欧 州 80 ＋2 ＋2.9% △7 － ＋9 ＋12.7% 78

その他 75 ＋16 ＋28.8% ＋0 － ＋15 ＋27.2% 58

コンピュータ周辺機器事業 計 241 ＋26 ＋12.5% △10 － ＋37 ＋17.3% 214

合計 580 ＋36 ＋6.7% △22 ＋2 ＋56 ＋10.3% 543

（※）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 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）

2011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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２０１１年３月期 通期 連結業績予想

経営成績

金 額

売上高 78,400 △1,000 △1.3% ＋3,365 ＋4.5%

電子楽器事業 46,000 △400 △0.9% ＋513 ＋1.1%

コンピュータ周辺機器事業 32,400 △600 △1.8% ＋2,852 ＋9.7%

営業利益 1,900 △1,200 △38.7% ＋2,713 －

電子楽器事業 △300 △400 － ＋1,570 －

コンピュータ周辺機器事業 2,200 △800 △26.7% ＋1,142 ＋108.0%

500 △1,100 △68.8% ＋1,041 －

△800 △400 － ＋1,290 －

２０１１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 784 ＋33 ＋4.5% △39 ＋3 ＋70 750

電子楽器事業 460 ＋5 ＋1.1% △22 ＋3 ＋24 454

コンピュータ周辺機器事業 324 ＋28 ＋9.7% △17 － ＋45 295

営業利益 19 ＋27 － △19 ＋0 ＋46 △ 8

電子楽器事業 △ 3 ＋15 － △7 ＋0 ＋22 △ 18

コンピュータ周辺機器事業 22 ＋11 ＋108.0% △12 ＋0 ＋23 10

US$ 88 △6 △6.4% － － － 94

EURO 116 △14 △10.8% － － － 130

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

79,400

46,400

3,100

75,034

45,486

29,547

△813

為替レート

＋9.4%

＋5.4%

＋15.6%

－

－

＋225.4%

－

－

100

3,000

1,600

（単位：億円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2011年3月期 通期予想

区 分

△400

△1,870

金 額 対前期比 金 額

△2,090

△541

1,057

2011年3月期 通期予想

区 分
金 額

前回予想

◇ 電子楽器事業、コンピュータ周辺機器事業ともに、予想は下回るものの、対前期では増収、
営業利益、経常利益は黒字転換、最終損益は赤字幅縮小の見込み。
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