
２０１１年３月期 第１四半期 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 19,255 ＋255 ＋1.3% ＋2,073 ＋12.1% 19,000 17,181

 電子楽器事業 11,492 ＋92 ＋0.8% ＋662 ＋6.1% 11,400 10,829

 コンピュータ周辺機器事業 7,763 ＋163 ＋2.2% ＋1,411 ＋22.2% 7,600 6,352

  営業利益 428 ＋728 － ＋1,864 － △300 △1,435

 電子楽器事業 △24 ＋575 － ＋665 － △600 △689

 コンピュータ周辺機器事業 452 ＋152 ＋50.9% ＋1,199 － 300 △746

  経常利益 44 ＋344 － ＋1,447 － △300 △1,402

  四半期純利益 △308 ＋191 － ＋808 － △500 △1,116

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 4,224 △75 △1.8% △75 △1.8% 4,300 4,300

 ギター関連電子楽器 2,332 ＋32 ＋1.4% ＋28 ＋1.2% 2,300 2,304

 家庭用電子楽器 2,759 ＋159 ＋6.1% ＋562 ＋25.6% 2,600 2,197

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 1,475 △24 △1.6% ＋46 ＋3.2% 1,500 1,429

 その他 700 ＋0 ＋0.0% ＋102 ＋17.1% 700 598

電子楽器事業　計 11,492 ＋92 ＋0.8% ＋662 ＋6.1% 11,400 10,829

コンピュータ周辺機器事業 7,763 ＋163 ＋2.2% ＋1,411 ＋22.2% 7,600 6,352

合計 19,255 ＋255 ＋1.3% ＋2,073 ＋12.1% 19,000 17,181

 日　本 2,561 ＋1 ＋0.1% ＋115 ＋4.7% 2,560 2,445

 北　米 3,392 ＋52 ＋1.6% △84 △2.4% 3,340 3,476

 欧　州 4,012 ＋12 ＋0.3% ＋252 ＋6.7% 4,000 3,759

 その他 1,525 ＋25 ＋1.7% ＋378 ＋33.0% 1,500 1,147

電子楽器事業　計 11,492 ＋92 ＋0.8% ＋662 ＋6.1% 11,400 10,829

 日　本 889 △20 △2.2% ＋81 ＋10.0% 910 808

 北　米 1,640 ＋50 ＋3.1% ＋155 ＋10.4% 1,590 1,484

 欧　州 2,677 △322 △10.8% ＋170 ＋6.8% 3,000 2,506

 その他 2,556 ＋456 ＋21.7% ＋1,003 ＋64.7% 2,100 1,552

コンピュータ周辺機器事業　計 7,763 ＋163 ＋2.2% ＋1,411 ＋22.2% 7,600 6,352

合計 19,255 ＋255 ＋1.3% ＋2,073 ＋12.1% 19,000 17,181

（※）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1四半期実績

区　　　　分

セグメント

ローランド株式会社

２０１１年３月期（第３９期） 第１四半期決算発表資料
2010年8月6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1四半期実績

◇ 連結業績
　 売上増にともなう原価率改善等で営業利益は大幅に増加。
　 経常利益は、円高による為替差損が発生するものの黒字転換。
   終損益は、少数株主利益の影響により３億円の純損失。

◇ 電子楽器事業
   電子ドラム等の高価格帯製品が伸び悩むも、日本や欧州では新音源を搭載した電子ピアノの販売が好調。
　 生産量増加による原価率の改善およびコスト削減等により営業赤字は縮小

◇ コンピュータ周辺機器事業
　 プリンターが好調。特にアジアやその他の地域で大きく伸長。
　 生産量増加による原価率の改善等で営業利益は大幅に増加。
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２０１１年３月期 第１四半期 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 192 ＋20 ＋12.1% ＋3 ＋0 ＋16 ＋9.5% 171

 電子楽器事業 114 ＋6 ＋6.1% ＋2 ＋0 ＋3 ＋3.2% 108

 コンピュータ周辺機器事業 77 ＋14 ＋22.2% ＋1 － ＋12 ＋20.2% 63

  営業利益 4 ＋18 － ＋2 ＋0 ＋15 － △14

 電子楽器事業 △0 ＋6 － ＋1 ＋0 ＋4 － △6

 コンピュータ周辺機器事業 4 ＋11 － ＋0 △0 ＋11 － △7

  US$ 91 △3 △3.2% － － － － 94

  EURO 126 ＋4 ＋3.3% － － － － 122

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 42 △0 △1.8% ＋0 ＋0 △2 △5.4% 43

 ギター関連電子楽器 23 ＋0 ＋1.2% ＋0 ＋0 △0 △1.2% 23

 家庭用電子楽器 27 ＋5 ＋25.6% ＋0 ＋0 ＋4 ＋22.7% 21

 映像・音響及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ機器 14 ＋0 ＋3.2% ＋0 ＋0 ＋0 ＋1.9% 14

 その他 7 ＋1 ＋17.1% ＋0 △0 ＋0 ＋14.5% 5

電子楽器事業　計 114 ＋6 ＋6.1% ＋2 ＋0 ＋3 ＋3.2% 108

コンピュータ周辺機器事業 77 ＋14 ＋22.2% ＋1 － ＋12 ＋20.2% 63

合計 192 ＋20 ＋12.1% ＋3 ＋0 ＋16 ＋9.5% 171

 日　本 25 ＋1 ＋4.7% － － ＋1 ＋4.7% 24

 北　米 33 △0 △2.4% △0 － △0 △1.4% 34

 欧　州 40 ＋2 ＋6.7% ＋1 － ＋1 ＋3.2% 37

 その他 15 ＋3 ＋33.0% ＋1 ＋0 ＋1 ＋14.3% 11

電子楽器事業　計 114 ＋6 ＋6.1% ＋2 ＋0 ＋3 ＋3.2% 108

 日　本 8 ＋0 ＋10.0% － － ＋0 ＋10.0% 8

 北　米 16 ＋1 ＋10.4% △0 － ＋2 ＋14.0% 14

 欧　州 26 ＋1 ＋6.8% ＋0 － ＋0 ＋3.3% 25

 その他 25 ＋10 ＋64.7% ＋0 － ＋9 ＋58.6% 15

コンピュータ周辺機器事業　計 77 ＋14 ＋22.2% ＋1 － ＋12 ＋20.2% 63

合計 192 ＋20 ＋12.1% ＋3 ＋0 ＋16 ＋9.5% 171

（※）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1四半期実績

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 第1四半期実績

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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２０１１年３月期 第２四半期累計期間 連結業績予想

経営成績

金　　　額

  売上高 39,700 ＋700 ＋1.8% ＋4,214 ＋11.9%

 電子楽器事業 23,100 ＋100 ＋0.4% ＋1,587 ＋7.4%

 コンピュータ周辺機器事業 16,600 ＋600 ＋3.8% ＋2,626 ＋18.8%

  営業利益 1,200 ＋900 ＋300.0% ＋2,780 －

 電子楽器事業 △300 － － ＋1,151 －

 コンピュータ周辺機器事業 1,500 ＋900 ＋150.0% ＋1,628 －

500 ＋300 ＋150.0% ＋2,132 －

△300 － － ＋1,814 －

２０１１年３月期 第２四半期累計期間 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 397 ＋42 ＋11.9% △6 ＋1 ＋46 354

 電子楽器事業 231 ＋15 ＋7.4% △2 ＋1 ＋17 215

 コンピュータ周辺機器事業 166 ＋26 ＋18.8% △3 － ＋29 139

  営業利益 12 ＋27 － △2 △0 ＋30 △ 15

 電子楽器事業 △ 3 ＋11 － ＋0 △0 ＋11 △ 14

 コンピュータ周辺機器事業 15 ＋16 － △2 △0 ＋18 △ 1

  US$ 91 △4 △4.2% － － － 95

  EURO 121 △6 △4.7% － － － 127

実質対前期比

前期実績

金　　　額

  経常利益

  四半期純利益

16,000

(A),(B)除く

39,000

23,000

300

35,485

21,512

13,973

△1,580

為替レート

＋13.2%

＋7.9%

＋21.2%

－

－

－

－

－

△300

600

200

（単位：億円）

（単位：百万円）

対予想比 対前期比

2011年3月期 上期予想

区　　　分

△300

△1,451

金　　　額 対前期比 金　　　額

△2,114

△1,632

△128

2011年3月期 上期予想

区　　　　分
金　　　額

前回予想

◇電子楽器事業は、売上高、営業利益ともに当初予想通り推移する見込み。
◇コンピュータ周辺機器事業は、中国、韓国等のアジア及び豪州を中心に売上高が当初予想を上回り、
　生産量増加にともなう原価率の改善等により営業利益が予想を上回る見込み。
◇経常利益は円高による為替差損が発生するものの予想を上回るが、 終損益は少数株主利益の影響
　により、当初の予想通りとなる見込み。
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