
２０１１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 39,271 △428 △1.1% ＋3,785 ＋10.7% 39,700 35,485

電子楽器事業 22,990 △109 △0.5% ＋1,477 ＋6.9% 23,100 21,512

コンピュータ周辺機器事業 16,281 △318 △1.9% ＋2,307 ＋16.5% 16,600 13,973

営業利益 1,498 ＋298 ＋24.9% ＋3,078 － 1,200 △1,580

電子楽器事業 △190 ＋109 － ＋1,261 － △300 △1,451

コンピュータ周辺機器事業 1,688 ＋188 ＋12.6% ＋1,816 － 1,500 △128

経常利益 409 △90 △18.1% ＋2,042 － 500 △1,632

四半期純利益 △510 △210 － ＋1,603 － △300 △2,114

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 8,905 △64 △0.7% ＋344 ＋4.0% 8,970 8,561

ギター関連電子楽器 4,518 ＋58 ＋1.3% ＋133 ＋3.0% 4,460 4,385

家庭用電子楽器 5,209 △160 △3.0% ＋837 ＋19.2% 5,370 4,371

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 2,987 ＋17 ＋0.6% ＋104 ＋3.6% 2,970 2,883

その他 1,368 ＋38 ＋2.9% ＋57 ＋4.4% 1,330 1,310

電子楽器事業 計 22,990 △109 △0.5% ＋1,477 ＋6.9% 23,100 21,512

コンピュータ周辺機器事業 16,281 △318 △1.9% ＋2,307 ＋16.5% 16,600 13,973

合計 39,271 △428 △1.1% ＋3,785 ＋10.7% 39,700 35,485

日 本 5,004 ＋94 ＋1.9% ＋134 ＋2.8% 4,910 4,870

北 米 6,931 ＋1 ＋0.0% ＋196 ＋2.9% 6,930 6,735

欧 州 7,863 △146 △1.8% ＋406 ＋5.5% 8,010 7,457

その他 3,189 △60 △1.9% ＋740 ＋30.2% 3,250 2,449

電子楽器事業 計 22,990 △109 △0.5% ＋1,477 ＋6.9% 23,100 21,512

日 本 1,799 △30 △1.6% ＋61 ＋3.5% 1,830 1,738

北 米 3,786 ＋6 ＋0.2% ＋459 ＋13.8% 3,780 3,327

欧 州 5,662 △87 △1.5% ＋305 ＋5.7% 5,750 5,356

その他 5,031 △208 △4.0% ＋1,481 ＋41.7% 5,240 3,550

コンピュータ周辺機器事業 計 16,281 △318 △1.9% ＋2,307 ＋16.5% 16,600 13,973

合計 39,271 △428 △1.1% ＋3,785 ＋10.7% 39,700 35,485

（※）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2四半期累計実績

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２四半期決算発表資料
2010年11月5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2四半期累計実績

◇ 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

◇ 電子楽器事業
新音源を搭載した電子ピアノが日本や欧州で好調に推移するなど回復基調、概ね予想通りの営業赤字縮小

◇ コンピュータ周辺機器事業
北米や欧州においてメタリックカラーインクを搭載したプリンター新製品を中心に販売好調、
中国など新興国においても大きく販売が伸長し、増収増益
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２０１１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 392 ＋37 ＋10.7% △6 ＋1 ＋42 ＋12.1% 354

電子楽器事業 229 ＋14 ＋6.9% △2 ＋1 ＋16 ＋7.7% 215

コンピュータ周辺機器事業 162 ＋23 ＋16.5% △3 0 ＋26 ＋18.9% 139

営業利益 14 ＋30 － △2 ＋0 ＋32 － △15

電子楽器事業 △1 ＋12 － ＋0 ＋0 ＋12 － △14

コンピュータ周辺機器事業 16 ＋18 － △2 ＋0 ＋20 － △1

US$ 91 △4 △4.2% － － － － 95

EURO 121 △6 △4.7% － － － － 127

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 89 ＋3 ＋4.0% △1 ＋0 ＋3 ＋4.4% 85

ギター関連電子楽器 45 ＋1 ＋3.0% △0 ＋0 ＋1 ＋4.0% 43

家庭用電子楽器 52 ＋8 ＋19.2% △0 ＋0 ＋8 ＋20.2% 43

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 29 ＋1 ＋3.6% △0 ＋0 ＋1 ＋5.3% 28

その他 13 ＋0 ＋4.4% ＋0 △0 ＋0 ＋5.1% 13

電子楽器事業 計 229 ＋14 ＋6.9% △2 ＋1 ＋16 ＋7.7% 215

コンピュータ周辺機器事業 162 ＋23 ＋16.5% △3 0 ＋26 ＋18.9% 139

合計 392 ＋37 ＋10.7% △6 ＋1 ＋42 ＋12.1% 354

日 本 50 ＋1 ＋2.8% 0 0 ＋1 ＋2.8% 48

北 米 69 ＋1 ＋2.9% △1 0 ＋3 ＋5.7% 67

欧 州 78 ＋4 ＋5.5% △3 0 ＋7 ＋9.7% 74

その他 31 ＋7 ＋30.2% ＋2 ＋1 ＋4 ＋17.0% 24

電子楽器事業 計 229 ＋14 ＋6.9% △2 ＋1 ＋16 ＋7.7% 215

日 本 17 ＋0 ＋3.5% 0 0 ＋0 ＋3.5% 17

北 米 37 ＋4 ＋13.8% △1 0 ＋6 ＋19.1% 33

欧 州 56 ＋3 ＋5.7% △2 0 ＋5 ＋11.1% 53

その他 50 ＋14 ＋41.7% ＋1 0 ＋13 ＋37.8% 35

コンピュータ周辺機器事業 計 162 ＋23 ＋16.5% △3 － ＋26 ＋18.9% 139

合計 392 ＋37 ＋10.7% △6 ＋1 ＋42 ＋12.1% 354

（※）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

（単位：億円）

（単位：億円）

2011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
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２０１１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 79,400 △1,600 △2.0% ＋4,365 ＋5.8% 81,000 75,034

電子楽器事業 46,400 △2,600 △5.3% ＋913 ＋2.0% 49,000 45,486

コンピュータ周辺機器事業 33,000 ＋1,000 ＋3.1% ＋3,452 ＋11.7% 32,000 29,547

営業利益 3,100 ＋100 ＋3.3% ＋3,913 － 3,000 △813

電子楽器事業 100 △900 △90.0% ＋1,970 － 1,000 △1,870

コンピュータ周辺機器事業 3,000 ＋1,000 ＋50.0% ＋1,942 ＋183.6% 2,000 1,057

経常利益 1,600 △1,200 △42.9% ＋2,141 － 2,800 △541

当期純利益 △400 △1,100 － ＋1,690 － 700 △2,090

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 17,950 △2,050 △10.3% △414 △2.3% 20,000 18,364

ギター関連電子楽器 8,790 △310 △3.4% △228 △2.5% 9,100 9,018

家庭用電子楽器 10,870 ＋470 ＋4.5% ＋1,241 ＋12.9% 10,400 9,628

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 6,230 △1,070 △14.7% ＋515 ＋9.0% 7,300 5,714

その他 2,560 ＋360 ＋16.4% △200 △7.3% 2,200 2,760

電子楽器事業 計 46,400 △2,600 △5.3% ＋913 ＋2.0% 49,000 45,486

コンピュータ周辺機器事業 33,000 ＋1,000 ＋3.1% ＋3,452 ＋11.7% 32,000 29,547

合計 79,400 △1,600 △2.0% ＋4,365 ＋5.8% 81,000 75,034

日 本 10,300 △400 △3.7% ＋216 ＋2.1% 10,700 10,083

北 米 12,950 △1,150 △8.2% △312 △2.4% 14,100 13,262

欧 州 16,040 △1,360 △7.8% △447 △2.7% 17,400 16,487

その他 7,110 ＋310 ＋4.6% ＋1,457 ＋25.8% 6,800 5,652

電子楽器事業 計 46,400 △2,600 △5.3% ＋913 ＋2.0% 49,000 45,486

日 本 4,070 ＋70 ＋1.8% ＋433 ＋11.9% 4,000 3,636

北 米 7,580 ＋180 ＋2.4% ＋531 ＋7.5% 7,400 7,048

欧 州 11,150 △550 △4.7% ＋406 ＋3.8% 11,700 10,743

その他 10,200 ＋1,300 ＋14.6% ＋2,080 ＋25.6% 8,900 8,119

コンピュータ周辺機器事業 計 33,000 ＋1,000 ＋3.1% ＋3,452 ＋11.7% 32,000 29,547

合計 79,400 △1,600 △2.0% ＋4,365 ＋5.8% 81,000 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 通期予想

（単位：百万円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2011年3月期 通期予想
区 分

セグメント
対予想比 対前期比

◇ 連結業績
経常利益および当期純利益は、円高進行の予想から、為替差損の増加により当初予想を下回る見込み

◇ 電子楽器事業
電子ピアノや新興国の販売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の民間需要回復の
足取りが鈍く、円高の進行も予想され、売上高、営業利益ともに当初予想を下回る見込み

◇ コンピュータ周辺機器事業
中国を始めとする新興国における設備投資の拡大や欧米主要国における企業業績の回復基調を背景に、
売上高、利益ともに当初予想を上回る見込み
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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 794 ＋43 ＋5.8% △43 ＋4 ＋82 ＋11.0% 750

電子楽器事業 464 ＋9 ＋2.0% △24 ＋4 ＋29 ＋6.5% 454

コンピュータ周辺機器事業 330 ＋34 ＋11.7% △18 0 ＋53 ＋18.0% 295

営業利益 31 ＋39 － △21 ＋0 ＋59 － △8

電子楽器事業 1 ＋19 － △8 ＋0 ＋27 － △18

コンピュータ周辺機器事業 30 ＋19 ＋183.6% △12 ＋0 ＋32 ＋305.0% 10

US$ 87 △7 △7.4% － － － － 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 179 △4 △2.3% △10 ＋3 ＋2 ＋1.6% 183

ギター関連電子楽器 87 △2 △2.5% △4 ＋0 ＋2 ＋2.4% 90

家庭用電子楽器 108 ＋12 ＋12.9% △5 ＋1 ＋17 ＋18.0% 96

映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 62 ＋5 ＋9.0% △3 ＋0 ＋8 ＋14.8% 57

その他 25 △2 △7.3% △0 △0 △1 △5.0% 27

電子楽器事業 計 464 ＋9 ＋2.0% △24 ＋4 ＋29 ＋6.5% 454

コンピュータ周辺機器事業 330 ＋34 ＋11.7% △18 0 ＋53 ＋18.0% 295

合計 794 ＋43 ＋5.8% △43 ＋4 ＋82 ＋11.0% 750

日 本 103 ＋2 ＋2.1% 0 0 ＋2 ＋2.1% 100

北 米 129 △3 △2.4% △7 0 ＋4 ＋3.3% 132

欧 州 160 △4 △2.7% △18 0 ＋13 ＋8.3% 164

その他 71 ＋14 ＋25.8% ＋1 ＋4 ＋9 ＋16.5% 56

電子楽器事業 計 464 ＋9 ＋2.0% △24 ＋4 ＋29 ＋6.5% 454

日 本 40 ＋4 ＋11.9% 0 0 ＋4 ＋11.9% 36

北 米 75 ＋5 ＋7.5% △5 0 ＋11 ＋15.8% 70

欧 州 111 ＋4 ＋3.8% △13 0 ＋17 ＋16.3% 107

その他 102 ＋20 ＋25.6% ＋0 0 ＋20 ＋24.9% 81

コンピュータ周辺機器事業 計 330 ＋34 ＋11.7% △18 － ＋53 ＋18.0% 295

合計 794 ＋43 ＋5.8% △43 ＋4 ＋82 ＋11.0% 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。

（単位：億円）

（単位：億円）

2011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

2011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

2011年3月期予想 2010年3月期実績 2009年3月期実績

連結 △16円81銭 △83円99銭 41円72銭

単体 △3円78銭 △4円75銭 40円37銭

25円00銭 20円00銭 30円00銭

連結 － － 71.9%

単体 － － 74.3%
配当性向

1株当たり年間配当金

1株当たり
当期純利益

◇ 中間配当は期初の予想通り1株当り１２円５０銭。

◇ 期末配当金は1株当たり１２円５０銭を予想。中間配当金とあわせて、年間配当金は1株当たり２５円を予想。
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