
２０１０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 75,034 △65 △0.1% △25,472 △25.3% 75,100 100,506

 電子楽器事業 45,486 △13 △0.0% △13,389 △22.7% 45,500 58,875

 コンピュータ周辺機器事業 29,547 △52 △0.2% △12,083 △29.0% 29,600 41,631

  営業利益 △813 ＋386 － △8,243 － △1,200 7,430

 電子楽器事業 △1,870 ＋329 － △3,360 － △2,200 1,489

 コンピュータ周辺機器事業 1,057 ＋57 ＋5.8% △4,882 △82.2% 1,000 5,940

  経常利益 △541 ＋558 － △6,592 － △1,100 6,050

  当期純利益 △2,090 ＋309 － △3,138 － △2,400 1,047

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 18,364 △235 △1.3% △6,388 △25.8% 18,600 24,752

 ギター関連電子楽器 9,018 ＋118 ＋1.3% △2,788 △23.6% 8,900 11,806

 家庭用電子楽器 9,628 △71 △0.7% △2,388 △19.9% 9,700 12,016

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 5,714 ＋14 ＋0.2% △1,210 △17.5% 5,700 6,924

 その他 2,760 ＋160 ＋6.2% △613 △18.2% 2,600 3,374

電子楽器事業　計 45,486 △13 △0.0% △13,389 △22.7% 45,500 58,875

コンピュータ周辺機器事業 29,547 △52 △0.2% △12,083 △29.0% 29,600 41,631

合計 75,034 △65 △0.1% △25,472 △25.3% 75,100 100,506

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 13,164 ＋64 ＋0.5% △2,801 △17.5% 13,100 15,965

 北米 13,927 △72 △0.5% △5,714 △29.1% 14,000 19,642

 欧州 15,448 △51 △0.3% △4,419 △22.2% 15,500 19,868

 その他（豪州・中南米） 2,945 ＋45 ＋1.6% △453 △13.3% 2,900 3,399

電子楽器事業　計 45,486 △13 △0.0% △13,389 △22.7% 45,500 58,875

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 9,237 △62 △0.7% △728 △7.3% 9,300 9,965

 北米 7,924 ＋24 ＋0.3% △3,052 △27.8% 7,900 10,977

 欧州 10,532 ＋32 ＋0.3% △6,580 △38.5% 10,500 17,113

 その他（中南米） 1,853 △46 △2.4% △1,722 △48.2% 1,900 3,575

コンピュータ周辺機器事業　計 29,547 △52 △0.2% △12,083 △29.0% 29,600 41,631

合計 75,034 △65 △0.1% △25,472 △25.3% 75,100 100,506

ローランド株式会社

２０１０年３月期（第３８期） 決算発表資料
2010年5月7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 通期実績

2010年3月期 通期実績

区　　　　分

セグメント

◇２期連続の減収、初めての営業、経常損失、７期ぶりの純損失。

◇電子楽器事業
電池駆動のシンセサイザーや楽器用アンプ、および電子ピアノの新製品は販売好調も、高価格帯を中心とした
既存製品が全般的に販売が伸び悩む。地域別では個人消費低迷による北米の減収が顕著。
コスト削減効果はあったものの、大幅な減収と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
第2四半期以降回復傾向にあるものの、設備投資意欲の減退、資金調達環境の悪化等の影響で、プリンター及び
インク等のサプライ品の販売が低調に推移。
大幅な減収に加え、生産調整と円高による海外販社の原価率悪化もあり、大幅減益。
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２０１０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 750 △254 △25.3% △81 ＋5 △179 △17.8% 1,005

 電子楽器事業 454 △133 △22.7% △49 ＋5 △90 △15.4% 588

 コンピュータ周辺機器事業 295 △120 △29.0% △32 － △88 △21.3% 416

  営業利益 △8 △82 － △39 △2 △40 △54.7% 74

 電子楽器事業 △18 △33 － △19 △2 △11 △76.6% 14

 コンピュータ周辺機器事業 10 △48 △82.2% △19 － △29 △49.3% 59

  US$ 94 △9 △8.7% － － － － 103

  EURO 130 △22 △14.5% － － － － 152

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 183 △63 △25.8% △22 － △41 △16.7% 247

 ギター関連電子楽器 90 △27 △23.6% △11 － △16 △13.9% 118

 家庭用電子楽器 96 △23 △19.9% △10 － △13 △11.4% 120

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 57 △12 △17.5% △3 ＋6 △14 △20.8% 69

 その他 27 △6 △18.2% △1 △0 △4 △13.5% 33

電子楽器事業　計 454 △133 △22.7% △49 ＋5 △90 △15.4% 588

コンピュータ周辺機器事業 295 △120 △29.0% △32 － △88 △21.3% 416

合計 750 △254 △25.3% △81 ＋5 △179 △17.8% 1,005

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 131 △28 △17.5% － △1 △26 △16.8% 159

 北米 139 △57 △29.1% △15 ＋7 △48 △24.8% 196

 欧州 154 △44 △22.2% △27 － △16 △8.2% 198

 その他（豪州・中南米） 29 △4 △13.3% △5 － ＋1 ＋4.1% 33

電子楽器事業　計 454 △133 △22.7% △49 ＋5 △90 △15.4% 588

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 92 △7 △7.3% － － △7 △7.3% 99

 北米 79 △30 △27.8% △8 － △22 △20.3% 109

 欧州 105 △65 △38.5% △19 － △46 △27.0% 171

 その他（中南米） 18 △17 △48.2% △4 － △12 △36.3% 35

コンピュータ周辺機器事業　計 295 △120 △29.0% △32 － △88 △21.3% 416

合計 750 △254 △25.3% △81 ＋5 △179 △17.8% 1,005

（単位：億円）

（単位：億円）

2010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

2010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
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２０１１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 81,000 ＋5,965 ＋8.0% 75,034

 電子楽器事業 49,000 ＋3,513 ＋7.7% 45,486

 コンピュータ周辺機器事業 32,000 ＋2,452 ＋8.3% 29,547

  営業利益 3,000 ＋3,813 － △813

 電子楽器事業 1,000 ＋2,870 － △1,870

 コンピュータ周辺機器事業 2,000 ＋942 ＋89.1% 1,057

  経常利益 2,800 ＋3,341 － △541

  当期純利益 700 ＋2,790 － △2,090

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 20,000 ＋1,635 ＋8.9% 18,364

 ギター関連電子楽器 9,100 ＋81 ＋0.9% 9,018

 家庭用電子楽器 10,400 ＋771 ＋8.0% 9,628

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 7,300 ＋1,585 ＋27.8% 5,714

 その他 2,200 △560 △20.3% 2,760

電子楽器事業　計 49,000 ＋3,513 ＋7.7% 45,486

コンピュータ周辺機器事業 32,000 ＋2,452 ＋8.3% 29,547

合計 81,000 ＋5,965 ＋8.0% 75,034

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 14,000 ＋835 ＋6.4% 13,164

 北米 14,800 ＋872 ＋6.3% 13,927

 欧州 16,600 ＋1,151 ＋7.5% 15,448

 その他（豪州・中南米・アジア） 3,600 ＋654 ＋22.2% 2,945

電子楽器事業　計 49,000 ＋3,513 ＋7.7% 45,486

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 10,300 ＋1,062 ＋11.5% 9,237

 北米 8,300 ＋375 ＋4.7% 7,924

 欧州 11,400 ＋867 ＋8.2% 10,532

 その他（中南米） 2,000 ＋146 ＋7.9% 1,853

コンピュータ周辺機器事業　計 32,000 ＋2,452 ＋8.3% 29,547

合計 81,000 ＋5,965 ＋8.0% 75,034

区　　　　分

セグメント

2011年3月期 通期予想

対前期比

対前期比

2011年3月期 通期予想

◇前期の営業損失、経常損失、純損失から黒字転換

◇電子楽器事業
前期好調であった新製品に加え、引き続きシンプルでわかり易くリーズナブルな価格の商品など、新製品を
中心に販売拡大、増収、営業黒字化を見込む。

◇コンピュータ周辺機器事業
低価格製品の投入、世界初メタリックシルバーインク搭載のプリンターやＵＶプリンターのラインアップ拡
充により販売拡大、増収、増益を見込む。
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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 810 ＋59 ＋8.0% △14 ＋1 ＋72 ＋9.7% 750

 電子楽器事業 490 ＋35 ＋7.7% △8 ＋1 ＋41 ＋9.2% 454

 コンピュータ周辺機器事業 320 ＋24 ＋8.3% △6 － ＋31 ＋10.5% 295

  営業利益 30 ＋38 － △5 ＋1 ＋41 － △8

 電子楽器事業 10 ＋28 － △1 ＋1 ＋27 － △18

 コンピュータ周辺機器事業 20 ＋9 ＋89.1% △4 ＋0 ＋13 ＋128.1% 10

  US$ 90 △4 △4.3% － － － － 94

  EURO 125 △5 △3.8% － － － － 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 200 ＋16 ＋8.9% △3 ＋1 ＋18 ＋10.2% 183

 ギター関連電子楽器 91 ＋0 ＋0.9% △1 ＋0 ＋2 ＋2.3% 90

 家庭用電子楽器 104 ＋7 ＋8.0% △1 ＋0 ＋9 ＋9.4% 96

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 73 ＋15 ＋27.8% △1 － ＋17 ＋30.2% 57

 その他 22 △5 △20.3% ＋0 △0 △5 △19.7% 27

電子楽器事業　計 490 ＋35 ＋7.7% △8 ＋1 ＋41 ＋9.2% 454

コンピュータ周辺機器事業 320 ＋24 ＋8.3% △6 － ＋31 ＋10.5% 295

合計 810 ＋59 ＋8.0% △14 ＋1 ＋72 ＋9.7% 750

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 140 ＋8 ＋6.4% － △0 ＋8 ＋6.5% 131

 北米 148 ＋8 ＋6.3% △3 － ＋12 ＋8.9% 139

 欧州 166 ＋11 ＋7.5% △7 △0 ＋18 ＋12.1% 154

 その他（豪州・中南米・アジア） 36 ＋6 ＋22.2% ＋2 ＋2 ＋1 ＋6.8% 29

電子楽器事業　計 490 ＋35 ＋7.7% △8 ＋1 ＋41 ＋9.2% 454

 日本(海外の非連結子会社向け含む） 103 ＋10 ＋11.5% － － ＋10 ＋11.5% 92

 北米 83 ＋3 ＋4.7% △3 － ＋6 ＋8.7% 79

 欧州 114 ＋8 ＋8.2% △4 － ＋13 ＋12.6% 105

 その他（中南米） 20 ＋1 ＋7.9% ＋1 － ＋0 ＋1.3% 18

コンピュータ周辺機器事業　計 320 ＋24 ＋8.3% △6 － ＋31 ＋10.5% 295

合計 810 ＋59 ＋8.0% △14 ＋1 ＋72 ＋9.7% 750

区　　　分

為替レート

セグメント

金　　　額
(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

（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
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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 29円43銭 △83円99銭 41円72銭

単体 20円74銭 △4円75銭 40円37銭

25円00銭 20円00銭 30円00銭

連結 84.9% － 71.9%

単体 120.5% － 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

◇ 期末配当金は、１株あたり10円00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
　　20円00銭を予定。

◇ 次期については、黒字転換予想から、年間配当金は１株あたり25円を予想。
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