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株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこと
とお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2009年度上期におきましても、当社を取り巻く経営環
境は依然として厳しい状況でありました。
しかし、現状を打ち破るべく、オンキヨーグループは新
経営体制の下、一丸となり、各事業の強化、再編を図る
など経営基盤の強化に努め、更なる企業価値の向上を
目指してまいりました。

下期以降につきましては、新たに導入したカンパニー
制を軸とする各事業の体制をより強化し、収益の確保
に努めてまいります。

これからもオンキヨーグループは全社員が一丸とな
り、市場の中で一番光り輝く星になるため、更なる成長
を目指し邁進いたします。

そして、「情熱」と「誇り」を持って、オンキヨーブランド
製品を皆様へお届けしてまいります。

今後とも当社にご期待くださいますようお願い申し上
げます。

各事業の強化へ向けて

代表取締役会長

大 朏  時 久
おお  つき     とき  ひさ

株主の皆様へ TO STOCKHOLDERS

 財務ハイライト FINANCIAL HIGHLIGHT
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抜本的な事業構造の見直しを行い、子会社を売却し、各事業の強化・

再編に注力するとともに、財務体質の改善を図ってまいりました。ま

た、販売戦略、販売体制の見直しを行い、販売力の強化を図るととも

に、全社的な経費削減に取り組んでまいりました。

売上高および営業利益は、景気の後退による影響を大きく受けたこ

とや子会社の売却などにより、前年同期に比べ減少となりましたが､

上述の諸施策が奏功した結果、税金等調整前四半期純損益および、四

半期純損益は共に前年同期に比べ改善いたしました。
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～ＰＣとオーディオを
　つなぐ夢の架け橋～

トにした新しいオーディオとして提案することで、PCや
iPodをより良い音で聴きたいユーザーの潜在ニーズを
オーディオへ向けることができました。
「NRX」とはNew Reference X（Across） Mediaの略で、
「メディアとメディアを横断する」という意味が込められ
ています。メディア間をつなぎ、相乗効果で市場を開拓、拡
大するという狙いです。「NRX」をきっかけに、たくさんの
PCユーザーを取り込んだ、新しいビジネスモデルを確立さ
せたいと考えています。例えるならば「NRX」はPCとオー
ディオをつなぐ夢の架け橋なのです。

音楽を楽しむ次のメディアを具体的に想定することは、変
化の激しいエンターテイメントの世界では、難しいことで
す。ただ、音楽を楽しむ人口が減るわけではありませんか
ら、新しいメディアとオーディオをつなぐ戦略がユーザー
ニーズに基づいたものであれば、次のメディアを敏感に捕
らえて新たな市場を開拓できると思います。

これからも良い音をより多くのユーザーへお届けするた
め、より魅力ある商品を企画し、新しい市場を開拓していき
たいと考えております。
株主の皆様にはこれまで以上のご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

市場から高い評価　～新しいオーディオ「NRX」～

オーディオ市場は、音楽を楽しむ媒体が変わるとともに
CD/MDコンポから新しいリスニングスタイルを模索し始
めました。
当社はひとつの答えとして2009年度上期に「NRX」を商品
化しました。「NRX」は世界で初めてPCやiPodにデジタル
で接続できます。音質の劣化が少ないデジタル接続により、
従来のアナログでの接続に比べ、音質が飛躍的に改善され
ました。また、コード1本でPCと簡単に接続することができ
るので、保存しているたくさんの音楽を手軽により良い音
で楽しむことができます。
この「NRX」は、音質の良さや使いやすさから、市場より
予想以上の反響がありました。さらに、本体上部ユニッ
ト「ND-S1」は、国内では予想をはるかに上回る販売台
数で推移し、海外でも英国で最も権威あるオーディオ誌
「WHAT HI-FI？」において最高評価の5スターをいただい
ております。

エンターテイメントを取り巻く環境の変化とともに、音楽
の楽しみ方も変わりつつあります。これまでの音楽スタイ
ルはCD/MDコンポで楽しむことが主流でしたが、iPodの
登場を機に、PCで様々な音楽管理ソフトを使い音楽を楽し
むなど、ＰＣの存在が不可欠なものとなっています。

もし、PCやiPodの音をオーディオのような音質で聴くこと
ができれば、クオリティアップしたライフスタイルを楽し
むことができます。そこで当社は、2009年度上期において
「NRX」という新しいオーディオスタイルをユーザーへ提案
いたしました。「NRX」は簡単に、より良い音で、PCやiPodの
音楽を楽しむことができる画期的なオーディオです。

今回の特集では、商品企画部のキーパーソン　中條 節が
PCユーザーを見据えたオーディオ戦略を語ります。

オーディオでＰＣユーザーへ問いかける

レコード、CD、MDなどの新しいメディアが登場するたび
に、オーディオ市場は爆発的な拡大を見せました。しかし、
音楽を楽しむという点においては、PC市場はまだまだ未成
熟な部分が残されています。PC市場はオーディオ市場の10
倍以上もの巨大な市場であり、この市場を意識した商品戦
略こそがオーディオ市場の活性化へとつながります。
従来、我々のオーディオ戦略は主にオーディオユーザーを
ターゲットとしてきました。しかし、簡単によりよい音で音
楽を楽しみたいという潜在ニーズがPC市場にも溢れてい
ることは、これまでの商品に対する反響を分析して実証済
みです。そこで、PCユーザーにも楽しんでいただけるオー
ディオの開発に取り組みました。
PCユーザーの潜在ニーズを具現化することで、オーディオ
への購買意欲を高めることができるのではないかと考えて
います。

市場の目を意識した「NRX」
～オーディオ市場の再拡大～

次に、ユーザーへの売り方や見せ方についても強く意識し
て商品を企画しました。
単純にiPodへ接続するならば、接続するユニットも小さ
なドックでよいわけですが、ボックス状のオーディオデザ
インを採用し、オーディオ売り場でアンプやスピーカーと
セットで販売できるように工夫しました。
「ND-S1」と一体感のあるCDアンプとスピーカーをセッ
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特集 ̶ 成長戦略 FEATURE

AVカンパニー商品企画部商品企画課

主席技師 中條　節



■ 売上高 （単位：百万円）
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AVC事業
17,134百万円
74.5％

不動産賃貸事業
261百万円

1.1％

その他事業
531百万円
2.3％

OEM事業
5,096百万円

22.1％

23,023
百万円

■ 事業別売上高構成比

事業別概況

AVC事業

不動産賃貸事業

OEM事業

その他事業

AVC事業の売上高は、海外市場では北米の大手家電量販店の破綻等
が、国内市場ではMDシステム分野におけるミニコンポ市場の縮小、
PC市場における販売の減少や
低価格化による販売単価の下落
等が影響し、前年同期比82億
49百万円減少の171億34百万円
となりました。また、営業利益
は、製品の差別化による売上総
利益率の確保や原材料価格の低
減および徹底した経費の削減を
行いましたが、前年同期比3億5
百万円減少の1億86百万円とな
りました。

不動産賃貸事業における売上高
は、前年同期並みの2億61百万円
となり、営業損益につきまして
も、前年同期並みの1億71百万円
の営業利益となりました。

OEM事業における売上高は、家電向けスピーカーなどの大幅な受注減
少や、子会社売却にともなう売上の減少等により、前年同期比105億35
百万円減少の50億96百万円と
なりました。一方、営業利益にお
きましては、遊技機器関連製品
の売上増加により、前年同期比2
億34百万円改善の1億72百万円
となりました。

その他事業の売上高は、前年同
期比2億32百万円減少の5億31
百万円となり、営業損益につき
ましても、前年同期比56百万円
悪化の1億19百万円の営業損失
となりました。
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事業の概況 REVIEW OF OPERATIONS （平成21年4月1日〜平成21年9月30日）

商 号
設 立
本 社

資本金
従業員数
連結子会社
国内：鳥取オンキヨー株式会社、オンキヨーエレクトロニクス株式会社、プラス産業株式会社、

オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社
海外：ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.、ONKYO U.S.A.CORPORATION、ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH、

ONKYO CHINA LTD.、広州安橋貿易有限公司、上海安橋電子有限公司、中山福朗声紙盆有限公司
持分法適用関連会社
国内：株式会社CO3、DO株式会社　　　　海外：S&O ELECTRONICS （MALAYSIA） SDN.BHD.

オンキヨー株式会社
1946年9月17日
大阪本社（本店）  〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2番1号
東京本社　　　〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目3番12号
1,866,531,000円
476名（連結従業員数　3,067名）

事業所 開発センター
東日本営業所、首都圏営業所
中部営業所、近畿営業所、西日本営業所
ロジスティクスセンター
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トピックス TOPICS

会社概要 CORPORATE PROFILE （平成21年9月30日現在）

当期間における当社グループの売上高は、前年同期比190
億17百万円減少の230億23百万円となり、営業利益につき
ましても、前年同期比76百万円減少の1億12百万円となり
ました。税金等調整前四半期純損益は、前年同期比5億99
百万円改善し2億3百万円の利益となり、四半期純損益は前
年同期比4億31百万円改善し1億39百万円の純利益となり
ました。

　当社は、オーディオで培ってきたテクノロジーをPC製
品へも投入し、新しいPCのあり方を提案しております。
　高品位なスピーカーの搭載で映画や音楽を情感豊かに
再現し、映画や音楽の持つ力をダイレクトにお届けする
とともに、デザインもオーディオテイストを取り入れ高
級感を演出し、エンターテイメント性を高めております。
　そして、これまで以上にオンキヨーらしいPC製品を展
開していく決意を込め、2009年10月の新OS発売開始時
に合わせ、PC製品へ「ONKYO」ブランドを導入いたしま
した。
　良質な「映像と音」に満たされた暮らしを創造すべく、
皆様の満足度や信頼性をより高めるとともに、企業価値
の向上へ努めてまいります。

ＰＣ製品の競争力強化への取り組み



※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）四半期連結貸借対照表

科　目 当第2四半期末
平成21年9月30日現在

前期末
平成21年3月31日現在

資産の部

流動資産 20,781 29,594

現金及び預金 6,176 9,125

受取手形及び売掛金 8,048 11,640

たな卸資産 5,161 6,722

その他 1,393 2,106

固定資産    16,571 25,554

有形固定資産    15,171 24,109

建物及び構築物 1,518 3,344

土地 4,038 6,899

賃貸用建物 2,492 2,429

賃貸用土地 5,946 5,946

その他 1,175 5,489

無形固定資産    276 264

投資その他の資産 1,123 1,180

資産合計 37,352 55,148

科　目 当第2四半期末
平成21年9月30日現在

前期末
平成21年3月31日現在

負債、純資産の部

流動負債 15,834 26,420

支払手形及び買掛金 3,936 9,941

短期借入金 7,222 11,320

その他 4,675 5,158

固定負債 15,095 22,969

長期借入金 4,217 10,615

その他 10,877 12,353

負債合計 30,930 49,389

株主資本 2,683 2,445

資本金 1,866 1,866

資本剰余金 1,766 5,807

利益剰余金 △ 865 △ 4,749

自己株式 △ 83 △ 477

評価・換算差額等 3,680 3,061

土地再評価差額金 4,307 4,307

その他有価証券評価差額金 △ 23 △ 42

為替換算調整勘定 △ 603 △ 1,203

少数株主持分 58 251

純資産合計 6,422 5,759

負債、純資産合計 37,352 55,148

（単位：百万円） （単位：百万円）四半期連結損益計算書 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科　目 当第2四半期（累計）
平成21年4月 1 日から
平成21年9月30日まで

前第2四半期（累計）
平成20年4月 1 日から
平成20年9月30日まで

売上高 23,023 42,041

売上原価 16,280 32,834

売上総利益 6,743 9,207

販売費及び一般管理費 6,631 9,018

営業利益 112 188

営業外収益 410 273

営業外費用 249 645

経常利益又は損失（△） 273 △ 183

特別利益 11 240

特別損失 80 453

税金等調整前四半期
純利益又は純損失（△） 203 △ 395

法人税、住民税及び事業税 55 44

法人税等調整額 30 △ 139

少数株主損失（△） △ 21 △ 9

四半期純利益
又は純損失（△） 139 △ 291

科　目 当第2四半期（累計）
平成21年4月 1 日から
平成21年9月30日まで

前第2四半期（累計）
平成20年4月 1 日から
平成20年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 455 △ 4,868

投資活動によるキャッシュ・フロー 324 629

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,947 1,541

現金及び現金同等物に係る換算差額 130 242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 2,948 △ 2,455

現金及び現金同等物の期首残高 9,125 12,173

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,176 9,718
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四半期連結財務諸表 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

本報告書は四半期決算短信の数値、文章を基に作成しております。その後に公表さ
れる可能性がある訂正情報、業績予想の修正情報や決算の詳細につきましては金
融庁EDINETや当社ホームページの掲載資料にてご確認ください。



ご協力ありがとうございました。

アンケート項目

■ 今後の当社株式についてどのような方針をお持ちですか。（複数回答可）
１．長期保有　２．買い増し　３．一部売却　４．全部売却
５．その他（ 　　　　　　　　　　　                      ）

■ 当社のIR活動について、今後どのような内容を希望されますか。（複数回答可）
１．ビジネスレポートなど印刷物の充実　２．ホームページの情報充実
３．会社説明会の開催　４．マスコミを活用した企業メッセージの発信
５．その他（ 　　　　　　　　　　　                      ）

■ ビジネスレポートに今後どのような情報を期待されますか。（複数回答可）
１．業績の説明　 ２．経営方針  　３．個別事業の説明  　４．新製品情報
５．新技術情報　 ６．リスク情報　  ７．株主優待　  ８．アンケート結果
９．その他（ 　　　　　　　　　　　                      ）

■ 今回のビジネスレポートで興味深かったページ（コーナー）に○をつけて
ください。（複数回答可）
１．表紙　　２．株主の皆様へ（P1,2）　　３．財務ハイライト（P1,2）
４．特集（P3,4）　　５．トピックス（P5）　　６．会社概要（P5）
７．事業の概況（P6）　　８．財務諸表（P7,8）
９．アンケート結果のご報告（P9）　　10．株式の状況（P10）

■ ビジネスレポートならびにその他、ご意見、ご希望があればお聞かせください。

キ
リ
ト
リ
線

当社では、アンケートにてお寄せいただいた貴重なご意見を今後の経営・
IR活動に反映いたしたいと考えております。
是非、下記のアンケートへのご協力をお願いいたします。

その他国内法人
144名

20,019,270株
41.86％

自己名義株式
1名
396,241株
0.82％

政府・地方公共団体
1名
869株
0.00％

証券会社
19名

1,140,766株
2.39％

外国人
27名

425,621株
0.89％

金融機関
7名

1,769,300株
3.70％

個人・その他
11,634名
24,077,598株
50.34％

100単元以上
388名
6,596,292株
13.79％

5単元以上
963名
671,533株
1.40％

10単元以上
2,702名
4,989,658株
10.43％

50単元以上
423名
2,639,479株
5.52％

500単元以上
24名
1,476,283株
3.09％

1単元未満
3,349名

252,363株
0.53％

1,000単元以上
22名

4,398,635株
9.20％

5,000単元以上
6名

25,544,738株
53.41％

自己名義株式
1名

396,241株
0.82％ 所有株式数別

分布状況

所有者別
株式分布状況

1単元以上
3,955名

864,443株
1.81％

ア ン ケ ー ト の お 願 い

その他IR情報については、
ホームページをご覧ください。

http://www.jp.onkyo.com/ir/

株主名 持株数（千株） 出資比率（％）

オーエス・ホールディング株式会社 17,258 36.38

大朏直人 4,000 8.43

シークス株式会社 2,000 4.22

株式会社三井住友銀行 1,070 2.26

オンキヨー従業員持株会 661 1.39

オンキヨー取引先持株会 555 1.17

 発行可能株式総数 80,000,000 株
 発行済株式の総数 47,829,665 株
 単元株式数 100 株
 株主数 11,833 名
 大株主

※出資比率は自己株式（396,241株）を控除して計算しております。

アンケート結果のご報告 株式の状況STOCKHOLDERS VOICE STOCK INFORMATION

年齢構成 性別分布
40代
17.7%

50代
18.1%

30代
16.9%

回答なし
7.4%

70代以上
15.3%

10代 20代
3.6%

男性
82.3%

女性
13.7%

回答なし
4.0%

60代
21.0%

第86期ビジネスレポートでお願いいたし
ましたアンケートには、貴重なご意見を
数多くお寄せいただきました。皆様から
いただいたご意見は今後のIR活動へでき
る限り反映していきたいと考えておりま
す。

情熱集団として、今後もがんばって下さい。

昨年12月以降株価が大きく低迷したままであり、
早急に経営状況・財務状況を向上させ、復配に向
けた経営努力を強く要望する。

もっとメディアに広告を出して欲しい。技術は最
高なので、もっとアピールしてはと思います。

優れた音響技術をいかし、ホームシアター事業の
更なる発展を期待しています。

株主になりたい、社員になりたいと思われるよう
な会社になってほしいと思う。

いただいたご意見の一部をご紹介
71.4%

21.0%
12.5%

3.2%
3.2%

長期保有

買い増し

その他

一部売却

全部売却

39.9%
33.5%

30.6%
13.3%

2.4%

ホームページの情報充実

マスコミを活用した企業メッセージの発信

ビジネスレポートなど印刷物の充実

会社説明会の開催

その他

49.2%
39.5%
39.1%

31.5%
29.4%

株主優待

新製品情報

業績の説明

経営方針

新技術情報

27.8%
27.0%

24.6%
23.8%

20.2%

事業の概況（P6）

経営指針・財務ハイライト（P2）

特集／インタビュー（P3,4）

トピックス（P5）

財務諸表（P7～9）

■ 当社株式についての方針（上位5位・複数回答）

（上位5位・複数回答）

（上位5位・複数回答）

（上位5位・複数回答）

■ 当社IR活動内容への希望

■ ビジネスレポート内容への期待

■ 興味を持たれた記事

（平成21年9月30日現在）
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郵 便 は が き

差出有効期間
平成 2 2年 3月
31日まで
（切手不要）

京 橋 支 店
承 認

料金受取人払郵便

東京都中央区八重洲2丁目3番12号

オンキヨー株式会社
総務部　株主アンケート係行

6827
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1 0 4 8 7 9 0
9 3 0

ご芳名または
貴社名

ご職業

フ リ ガ ナ 年 齢

ご住所　（〒　　　　　　　　）

歳

男性 女性

（プライバシー保護シールは点線の枠内にお貼りください。）

事 業 年 度
定時株主総会
剰余金の配当の基準日
単 元 株 式 数
公 告 方 法

 

株主名簿管理人

郵便物送付先

（電話照会先）

毎年4月1日から翌年3月31日まで
6月中
期末配当　3月31日
100株
電子公告
下記ホームページに掲載いたします。
http://www.jp.onkyo.com/
ただし、やむを得ない事由によって電子公
告をすることができない場合は、日本経済
新聞に掲載いたします。
東京都港区芝三丁目33番1号 
中央三井信託銀行株式会社
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全
国各支店ならびに日本証券代行株式会社の
本店および全国各支店で行っております。

株主メモ

・住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました
株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行
株式会社にお申出ください。

・未払配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出
ください。

・株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内
株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株
式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定してい
ない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほ
ふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿に
ご登録いたしております。このため、株主様にご送付する通
知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合が
ありますのでご了承ください。株主様のご住所・お名前とし
て登録されている文字については、お取引の証券会社にお問
い合わせください。

〒104-0028
東京都中央区八重洲2丁目3番12号
TEL : 03-3242-0100（代）

http://www.jp.onkyo.com/

【個人情報の取り扱いについて】
本アンケートにおいて株主様にご記入いただいた個人情報につき
ましては、当社の今後のIR活動の参考目的にのみ使用し、第三者へ
の開示、譲渡および貸与することは一切ございません。

●iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
●WHAT HI-FI？は、Haymarket Media Group Limited の登録商標または商標です。
●IMAGINATIVE SIGHT ＆ SOUND 、Sound by ONKYO、NRXの名称・ロゴは、オンキヨー
株式会社の登録商標および商標です。●その他の各社名および製品・サービスの名称・ロゴ
は、各社の登録商標または商標です。




