
２０１０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 54,368 △231 △0.4% △24,625 △31.2% 54,600 78,993

 電子楽器事業 32,904 △395 △1.2% △13,148 △28.6% 33,300 46,053

 コンピュータ周辺機器事業 21,463 ＋163 ＋0.8% △11,476 △34.8% 21,300 32,940

  営業利益 △1,107 ＋692 － △8,196 － △1,800 7,088

 電子楽器事業 △1,627 ＋372 － △3,481 － △2,000 1,854

 コンピュータ周辺機器事業 519 ＋319 ＋159.7% △4,715 △90.1% 200 5,234

  経常利益 △942 ＋857 － △7,262 － △1,800 6,319

  四半期純利益 △1,967 ＋432 － △3,141 － △2,400 1,173

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 13,233 △166 △1.2% △6,228 △32.0% 13,400 19,462

 ギター関連電子楽器 6,510 △89 △1.4% △2,527 △28.0% 6,600 9,037

 家庭用電子楽器 6,828 ＋28 ＋0.4% △2,589 △27.5% 6,800 9,418

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 4,296 △103 △2.4% △1,041 △19.5% 4,400 5,337

 その他 2,034 △65 △3.1% △761 △27.2% 2,100 2,796

電子楽器事業　計 32,904 △395 △1.2% △13,148 △28.6% 33,300 46,053

コンピュータ周辺機器事業 21,463 ＋163 ＋0.8% △11,476 △34.8% 21,300 32,940

合計 54,368 △231 △0.4% △24,625 △31.2% 54,600 78,993

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 9,848 △251 △2.5% △2,782 △22.0% 10,100 12,631

 北米 10,442 △57 △0.6% △5,399 △34.1% 10,500 15,841

 欧州 10,558 △41 △0.4% △4,425 △29.5% 10,600 14,984

 その他（豪州・中南米） 2,054 △45 △2.2% △541 △20.9% 2,100 2,596

電子楽器事業　計 32,904 △395 △1.2% △13,148 △28.6% 33,300 46,053

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 6,684 ＋84 ＋1.3% △1,040 △13.5% 6,600 7,724

 北米 5,749 ＋49 ＋0.9% △2,828 △33.0% 5,700 8,578

 欧州 7,674 ＋74 ＋1.0% △5,918 △43.5% 7,600 13,592

 その他（中南米） 1,356 △43 △3.1% △1,689 △55.5% 1,400 3,045

コンピュータ周辺機器事業　計 21,463 ＋163 ＋0.8% △11,476 △34.8% 21,300 32,940

合計 54,368 △231 △0.4% △24,625 △31.2% 54,600 78,993

ローランド株式会社

２０１０年３月期（第３８期） 第３四半期決算発表資料
2010年2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

2010年3月期 第3四半期累計

2010年3月期 第3四半期累計

区　　　　分

セグメント

◇電子楽器事業
・新音源を搭載した電子ピアノ、電池駆動のアンプやシンセサイザーなどの新製品は好調に推移するものの、
　高価格帯を中心に既存製品の販売が全般的に伸び悩む。
・為替の影響を除くと、豪州・ブラジルは前期を上回るものの、国内および欧州は約１割の減収、北米では
　個人消費低迷の影響が大きく約３割の減収。
・コスト削減効果はあったものの、減収に加え、円高による海外販社の原価率悪化もあり営業損失計上。

◇コンピュータ周辺機器事業
・設備投資の抑制や資金調達環境の悪化等により、比較的高額なプリンターの販売が低調に推移。
・インク等のサプライ品の販売も減少。
・減収に加え、生産調整と、円高による海外販社の原価率悪化の影響もあり営業損失計上。
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２０１０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 543 △246 △31.2% △82 ＋4 △167 △21.2% 789

 電子楽器事業 329 △131 △28.6% △50 ＋4 △85 △18.5% 460

 コンピュータ周辺機器事業 214 △114 △34.8% △32 － △82 △25.1% 329

  営業利益 △11 △81 － △42 △1 △37 △53.5% 70

 電子楽器事業 △16 △34 － △22 △1 △10 △55.3% 18

 コンピュータ周辺機器事業 5 △47 △90.1% △19 － △27 △52.9% 52

  US$ 95 △11 △10.4% － － － － 106

  EURO 129 △32 △19.9% － － － － 161

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 132 △62 △32.0% △23 － △39 △20.0% 194

 ギター関連電子楽器 65 △25 △28.0% △11 － △13 △15.2% 90

 家庭用電子楽器 68 △25 △27.5% △10 － △15 △16.4% 94

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 42 △10 △19.5% △3 ＋4 △10 △20.4% 53

 その他 20 △7 △27.2% △1 △0 △5 △21.4% 27

電子楽器事業　計 329 △131 △28.6% △50 ＋4 △85 △18.5% 460

コンピュータ周辺機器事業 214 △114 △34.8% △32 － △82 △25.1% 329

合計 543 △246 △31.2% △82 ＋4 △167 △21.2% 789

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 98 △27 △22.0% － △0 △26 △21.3% 126

 北米 104 △53 △34.1% △13 ＋5 △45 △28.6% 158

 欧州 105 △44 △29.5% △29 － △14 △10.0% 149

 その他（豪州・中南米） 20 △5 △20.9% △7 － ＋2 ＋7.8% 25

電子楽器事業　計 329 △131 △28.6% △50 ＋4 △85 △18.5% 460

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 66 △10 △13.5% － － △10 △13.5% 77

 北米 57 △28 △33.0% △6 － △21 △25.3% 85

 欧州 76 △59 △43.5% △20 － △38 △28.3% 135

 その他（中南米） 13 △16 △55.5% △4 － △12 △39.5% 30

コンピュータ周辺機器事業　計 214 △114 △34.8% △32 － △82 △25.1% 329

合計 543 △246 △31.2% △82 ＋4 △167 △21.2% 789

（単位：億円）

（単位：億円）

2010年3月期 第3四半期累計

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

2010年3月期 第3四半期累計

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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２０１０年３月期 通期 連結業績予想

経営成績

金　　　額

  売上高 75,100 ＋600 ＋0.8% △25,406 △25.3%

 電子楽器事業 45,500 － － △13,375 △22.7%

 コンピュータ周辺機器事業 29,600 ＋600 ＋2.1% △12,031 △28.9%

  営業利益 △1,200 ＋500 － △8,630 －

 電子楽器事業 △2,200 ＋300 － △3,689 －

 コンピュータ周辺機器事業 1,000 ＋200 ＋25.0% △4,940 △83.2%

△1,100 ＋800 － △7,150 －

△2,400 ＋500 － △3,447 －

２０１０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 751 △254 △25.3% △81 ＋5 △178 1,005

 電子楽器事業 455 △133 △22.7% △49 ＋5 △90 588

 コンピュータ周辺機器事業 296 △120 △28.9% △32 － △88 416

  営業利益 △ 12 △86 － △38 △2 △44 74

 電子楽器事業 △ 22 △36 － △19 △2 △14 14

 コンピュータ周辺機器事業 10 △49 △83.2% △19 － △29 59

  US$ 94 △9 △8.7% － － － 103

  EURO 130 △22 △14.5% － － － 152

区　　　　分
金　　　額

前回予想

区　　　分

△2,900

1,489

金　　　額 対前期比 金　　　額

1,047

6,050

5,940

2010年3月期 通期予想

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2010年3月期 通期予想

△2,500

800

△1,900

（単位：億円）

為替レート

△17.8%

△15.3%

△21.2%

△60.2%

△99.6%

△50.4%

－

－

100,506

58,875

41,631

7,430

実質対前期比

前期実績

金　　　額

  経常利益

  当期純利益

29,000

(A),(B)除く

74,500

45,500

△1,700

◇売上高はほぼ前回の予想通りとなる見込み。

◇利益は、日本や北米においてコスト削減が進み、また為替の影響もあり、赤字幅は前回の予想を下回る
  見込み。
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