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（注１）当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。 

（注２）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

（注３）第１期第３四半期連結累計（会計）期間につきましては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については記載しておりません。 

（注４）当社は、平成22年10月１日に単独株式移転により設立されたため、前連結会計年度以前に係る記載はしており

ません。 

（注５）第１期第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となったオンキヨー

サウンド＆ビジョン株式会社の連結財務諸表を引き継いで作成しております。  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第１期 

第３四半期連結
累計期間 

第１期 
第３四半期連結

会計期間 

会計期間 

自平成22年 
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

売上高（百万円）  36,835  12,885

経常損失（△）（百万円）  △1,168  △485

四半期純損失（△）（百万円）  △1,460  △551

純資産額（百万円）  －  5,132

総資産額（百万円）  －  45,568

１株当たり純資産額（円）  －  101.43

１株当たり四半期純損失（△）

（円） 
 △30.78  △11.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額（円） 
 －  －

自己資本比率（％）  －  10.6

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 1,942  －

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,004  －

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 1,858  －

現金及び現金同等物の四半期末 

残高（百万円） 
 －  11,078

従業員数（人）  －  2,522
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 当社グループは、当社、子会社16社および関連会社６社により構成されており、ＡＶ事業、ＰＣ事業およびＯＥＭ

事業を主たる事業としております。 

 当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

 なお、次の４部門は「第５ 経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に掲げる「報

告セグメント」の区分と同一であります。 

（注）1. 上記の他に、清算手続中の持分法非適用関連会社蘇州創新中電科技有限公司があります。 

    

２【事業の内容】

事業区分 主要製品 事業主体 

ＡＶ事業 オーディオ・ビジュアル関連製品 オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱ 

オンキヨーマーケティングジャパン㈱  

ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD. 

ONKYO U.S.A. CORP. 

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH 

ONKYO CHINA LTD. 

広州安橋貿易有限公司 

安橋（上海）商貿有限公司 

S&O ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.   

ＰＣ事業 ＰＣおよびその他ＩＴ関連製品 オンキヨーデジタルソリューションズ㈱ 

オンキヨーマーケティングジャパン㈱  

オンキヨートレーディング㈱  

インベンテック開発㈱  

ＯＥＭ事業 車載用スピーカー 

家電用スピーカー 

スピーカー部品 

 アンプ等オーディオ製品 

  

オンキヨーデベロップメント＆マニュファクチ

ャリング㈱ 

ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD. 

上海安橋電子有限公司 

ONKYO-INVENTA(HONG KONG)CO.,LTD. 

天津安英達科技有限公司 

中山福朗声紙盆有限公司 

ONKYO U.S.A. CORP. 

プラス産業㈱  

不動産賃貸事業 不動産賃貸サービス オンキヨー㈱ 

その他 家庭用電気製品等  オンキヨートレーディング㈱  

オンキヨーエンターテイメントテクノロジー㈱ 

㈱ＣＯ３ 

ＤＯ㈱  
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 事業系統図は次のとおりであります。 
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当第３四半期連結会計期間において、会社分割によりオンキヨーデジタルソリューションズ㈱およびオンキヨーマ

ーケティングジャパン㈱を設立しております。詳細については、「第２．事業の状況 ３．経営上の重要な契約」に

記載しております。  

 （注１）主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。 

 （注２）特定子会社に該当しております。 

 （注３）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。  

  

(1）連結会社の状況 

 （注１） 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数は（ ）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数

で記載しております。 

 （注２） 臨時雇用者には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

(2）提出会社の状況 

 （注１） 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）で

あり、臨時雇用者数は（ ）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

 （注２） 臨時雇用者には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

３【関係会社の状況】

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容

議決権の所有割合 
又は被所有割合 

(％) 
関係内容 

（連結子会社） 

オンキヨーデジタル
ソリューションズ㈱  
（注２、３） 

東京都中央区
八重洲  

 308 ＰＣ事業  
 
 

100.00
(100.00)

ＰＣ製品の製造・販
売  

（連結子会社） 

オンキヨーマーケテ
ィングジャパン㈱  
（注２、３） 

東京都中央区
八重洲  

 308
ＡＶ事業およびＰ

Ｃ事業  

 
 

100.00
(100.00)

当社製品の販売  

４【従業員の状況】

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 2,522  (661)

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 92  (20)
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(1）生産実績 

 当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注１） 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

 （注２） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

(注３） 当四半期報告書は設立後最初に提出するものであるため、前年同四半期比を記載しておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループは見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注１） セグメント間の取引については相殺消去しております。 

 （注２） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(注３） 当四半期報告書は設立後最初に提出するものであるため、前年同四半期比を記載しておりません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において新たに発生した事業等のリスクは次のとおりであります。 

   期限の利益に関するリスク 

 平成22年９月および10月に総額12,000百万円の銀行借入を実行しております。当該借入については財務制限

条項が付されており、当該条項に抵触した場合、貸付人の請求により当社は期限の利益を失うリスクがありま

す。当該財務制限条項の詳細については、「第５．経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項 (企業

結合等関係）」に記載しております。 

 上記以外に平成22年６月７日提出の有価証券届出書に記載した事業等リスクについて重要な変更はありません。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 
前年同四半期比（％） 

ＡＶ事業（百万円）  3,796 － 

ＰＣ事業（百万円）  1,293 － 

ＯＥＭ事業（百万円）  1,091 － 

合計（百万円）  6,180 － 

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 
前年同四半期比（％） 

ＡＶ事業（百万円）  8,728  －

ＰＣ事業（百万円）  2,366  －

ＯＥＭ事業（百万円）  1,197  －

不動産賃貸事業（百万円）  130  －

報告セグメント 計（百万円）  12,422  －

その他（百万円）  462  －

合計（百万円）  12,885  －

２【事業等のリスク】
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(1)会社分割 

  当社は平成22年10月26日開催の取締役会において、オンキヨー㈱（現オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱ 以下、Ｏ

ＳＶ社とする。）を会社分割によりＡＶ事業および不動産賃貸事業以外の事業を移管する決議を行いました。この決

議に基づき、平成22年10月26日に関係会社管理事業を当社へ移管する吸収分割に関する契約を当社はＯＳＶ社と締結

し、ＯＳＶ社とオンキョーエレクトロニクス㈱との間でＯＥＭ事業をオンキョーエレクトロニクス㈱へ移管する吸収

分割に関する契約を締結しました。また、ＰＣ事業については新設分割によりオンキヨーデジタルソリューションズ

㈱を設立し、国内でのオーディオおよびＰＣ製品等の販売事業については新設分割によりオンキヨーマーケティング

ジャパン㈱を設立しております。 

１．会社分割の目的  

 オンキヨーグループでは平成21年10月１日にカンパニー制を導入し、ＡＶ、ＰＣおよびＯＥＭの事業部ごとの

独立採算を徹底するとともに、迅速な意思決定を行なうことで各事業の強化および収益の確保に努めてまいりま

した。今後のオンキヨーグループの更なる成長には、これらの事業の独立性を一層高め、戦略的かつ機動的な事

業展開と事業運営を推進できる体制を整備することが必要不可欠であり、これにより事業規模の拡大をはかり収

益力を強化いたします。 

２．会社分割の期日 

 平成22年12月１日 

３．会社分割の方法等  

①関係会社管理事業の分割 

ⅰ)会社分割の形態 吸収分割 

ⅱ)承継会社の名称等  

ⅲ)分割する資産・負債の状況 

②ＰＣ事業の分割 

ⅰ)会社分割の形態 新設分割 

ⅱ)新設会社の名称等  

ⅲ)分割する資産・負債の状況 

③ＯＥＭ事業の分割 

ⅰ)会社分割の形態 吸収分割 

ⅱ)承継会社の名称等  

(注１) 平成22年12月１日に商号をオンキョーエレクトロニクス株式会社からオンキヨーディベロップメ

ント＆マニュファクチャリング株式会社に変更しております。 

３【経営上の重要な契約等】

商号 オンキヨー株式会社 （当社） 

事業内容 グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務 

 資産  金額（百万円）  負債・純資産  金額（百万円） 

流動資産   13,611 流動負債  6,840

固定資産   6,943 固定負債  12,816

    純資産  898

合計  20,554 合計  20,554

商号 オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社 

事業内容 ＰＣおよびその他ＩＴ関連製品の企画・設計・製造 

 資産  金額（百万円）  負債・純資産  金額（百万円） 

流動資産   1,400 流動負債  －

固定資産   283 固定負債  1,037

    純資産  645

合計  1,683 合計  1,683

商号 オンキョーエレクトロニクス株式会社 （注１） 

事業内容 車載用・家電用スピーカー等の設計・製造・販売 

資産の額 3,673百万円 （平成22年９月30日現在） 

負債の額 3,656百万円 （平成22年９月30日現在） 

純資産の額   16百万円 （平成22年９月30日現在） 

従業員数 80名（平成22年９月30日現在) 
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ⅲ)分割する資産・負債の状況 

④ＡＶ・ＰＣ国内販売事業の分割 

ⅰ)会社分割の形態 新設分割 

ⅱ)新設会社の名称等  

ⅲ)分割する資産・負債の状況 

(2)資金調達  

  オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱は、平成22年10月26日開催の取締役会決議に基づき、平成22年10月29日に主

要行とのシンジケートローン契約の締結により、総額9,200百万円の資金調達を行いました。平成22年12月１日に

借入先との間で「シンジケートローン契約書に関する合意書」を締結し、当該シンジケートローン契約は当社を

借入人とする契約に変更しております。 

 当該シンジケートローン契約の内容は、以下のとおりであります。 

３.借入金額、借入条件等 

①トランシェＡ 

②トランシェＢ 

４.担保提供資産の内容 

 当社保有の土地建物および関係会社保有の土地建物につき根抵当権を設定しています。  

５.その他 

 財務制限条項 

 借入人である当社について、以下の事由に反する事象が発生した場合には、多数貸付人の請求に基づく当社に

対する通知により、当社は全貸付人に対する本契約上のすべての債務について期限の利益を失います。  

ⅰ) 本契約締結日以降の各事業年度末日における修正純資産の部の金額を、5,255百万円、又は直近の事業年度

末日における修正純資産の部の金額の75％に相当する金額のいずれか高い金額以上に維持すること。なお、修

正純資産の部とは、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額に売却予定不動産の売却に伴い計上し

た土地再評価差額金の減少額を換算した金額をいう。 

ⅱ) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２期連続して損失とし

ないこと。 

ⅲ)借入人が発行する社債について期限の利益を喪失しないこと。  

 資産  金額（百万円）  負債・純資産  金額（百万円） 

流動資産   4,176 流動負債  3,412

固定資産   327 固定負債  －

    純資産  1,091

合計  4,504 合計  4,504

商号 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 

事業内容 日本国内におけるオーディオおよびＰＣ製品等の販売 

 資産  金額（百万円）  負債・純資産  金額（百万円） 

流動資産   4,000 流動負債  2,826

固定資産   97 固定負債  497

    純資産  774

合計  4,097 合計  4,097

１.資金の使途 長期運転資金  

２.借入先の名称  ㈱三井住友銀行、㈱みずほ銀行、㈱りそな銀行 

 借入金額 6,900百万円  

 返済条件 平成23年１月31日より３ヶ月毎に345百万円ずつ返済（満期日平成27年10月30日） 

 利率 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率 

 借入金額 2,300百万円  

 返済条件 平成23年10月31日を満期日として、以降４年間毎年延長のオプションあり 

 利率 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率 
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(１)  経営成績の分析  

＜事業環境と当社の取組み＞  

  当第３四半期連結会計期間（以下、「当四半期」）の経済環境は、新興諸国での高い経済成長が続く一方、日米欧

等の先進諸国での景気回復は政府の経済政策等に下支えされた回復傾向も限定的で堅調な回復には至らず、政府の政

策的補助の終了に伴い息切れしてしまう脆弱な基調が続いております。特に、日本国内の状況は、エコ関連商品など

一部のセクターを除いて低迷が続いており、活況を呈していた自動車や薄型テレビの市況も、エコカー補助金の終了

やエコポイントの減額により消費が減速した状況となっています。 

  当社グループの主要マーケットであるＡＶ市場は、海外では競合他社に先駆けて順次導入した３Ｄテレビ対応のホ

ームシアター新製品が予想以上に好評を博し、堅調に推移いたしました。一方、国内ではエコポイント効果で需要が

劇的に跳ね上がった薄型テレビ売り場に客足が集中する中、ミニコンポ等のＡＶ機器は苦戦を強いられましたが、こ

の薄型テレビの流れを受け、薄型テレビを最大限に楽しめるよう意欲的な新製品を投入した結果、ホームシアター製

品は好調に推移いたしました。当社が新たに市場投入した製品では、独自の高品質なＡＶセンターとスピーカー技術

をテレビラックに一体化した特長あるシアターラックシステムや、大きな市場に成長することが期待されるサウン

ド・バーカテゴリーに従来型製品の音場効果を革新した新製品など、多様化する消費者のニーズに対応すべく積極的

な展開を図ってまいりました。一方、国内ＰＣ市場においては、当社独自の音響技術を搭載したデスクトップＰＣ製

品や、今後拡大が予想されるタブレット端末市場に国内メーカー初となるWindows® 7 を搭載した「スレートＰＣ」

など順次新たな製品を市場に投入してまいりましたが、エコポイント対象外である国内ＰＣ市場は年末商戦において

も市場の盛り上がりに欠け、海外メーカーとの熾烈な価格競争など益々厳しさが増す中、より利益率の高い法人向け

の需要に対応すべく法人営業部門をさらに強化する取り組みを開始いたしました。ＯＥＭ市場につきましては、好調

に推移していたエコカー向けの車載用スピーカーの受注が、補助金の終了に伴い急速に減少し、厳しい状況となりま

したが、新興国の需要を積極的に取り込むべく台湾事務所を開設するとともに、インドの有力地場自動車メーカー向

けスピーカーの受注など新興国市場での受注活動の取り組みを強化してまいりました。 

  当社グループはこのような経済環境のもと、経営理念『 ～VALUE CREATION～ 』に基づき、更なる企業価値の向上

を目指して、各事業の分社化を伴う持株会社体制への移行を平成22年12月１日付にて実施いたしました。今後、さら

なる事業構造改革や他社との協業や提携も含めた構造改革への取り組みを継続するとともに、財務体質の改善とより

付加価値の高い製品の開発に取り組んでまいります。 

＜連結業績＞ 

  こうした中、当四半期における連結売上高は、海外向け新製品は好調に推移いたしましたが、国内ＰＣ市場での価

格競争の激化等により苦戦を強いられ、当初予想を下回る128億85百万円となりました。また、円高による仕入原価

押し下げ効果はあったものの、国内ＰＣの販売が低迷したことにより円高メリットを享受できず、営業損益は２億20

百万円の営業損失となりました。一方経常損益は、ユーロの為替レートが想定以上に円高にシフトしたことなどによ

る為替差損などにより、４億85百万円の経常損失となりました。また、税金等調整前四半期純損失は５億８百万円、

四半期純損失は５億51百万円となりました。 

＜事業セグメント別の業績＞ 

  当社は前連結会計年度後半から各事業の強化および収益の獲得を目的に、「ＡＶ事業」「ＰＣ事業」「ＯＥＭ事

業」の事業単位でカンパニー制を導入いたしました。そして、「セグメントの情報などの開示に関する会計基準」

（企業会計基準第17号）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号）に基づくマネジメント・アプローチの導入に伴い、「ＡＶ事業」「ＰＣ事業」「ＯＥＭ事業」および「不動産

賃貸事業」の報告セグメントに区分しております。 

①  ＡＶ事業 

  エコポイントで活況となった国内市場では、ミニコンポ市場の集客力は極端に低迷する中、３Ｄテレビに対応した

簡易型パッケージホームシアター製品の市場投入に加えシアターラックシステムやサウンド・バーシステム等の新製

品を積極的に市場投入いたしました。海外市場においては、世界的に大きな影響力を持つ英国のオーディオ誌「WHAT 

HI-FI?」で年間最優秀賞を獲得したTX-SR608 をはじめ３Ｄテレビに対応した新世代ＡＶセンターが、国内外で数々

の賞を獲得するなど、市場で高く評価された結果、ＡＶ事業の売上高は87億28百万円となりました。 

  損益は、高付加価値製品の好調な販売により、５億16百万円のセグメント利益となりました。 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

8



 ②  ＰＣ事業 

  ＰＣ事業においては、当社独自の音響技術や高品位なデザインを採用した新製品の開発に取り組んでおります。ま

た、世界初のDTS Premium Suite™を採用し、さらに独自開発の高級スピーカーとiPod Dockを搭載したエンターテイ

メントオールインワンＰＣ「E713シリーズ」に引き続き、ブルーレイ搭載のハイビジョンノートブックＰＣ、さらに

は「デジタルカメラグランプリ2011」において、金賞を受賞したデジタルフォトフレームや、今後拡大が予想される

タブレット端末市場向けWindows® 7を搭載したスレートＰＣなど、多様化する市場のニーズに対応した製品を市場投

入してまいりました。しかし、年末商戦向け新製品の開発遅延や市場での急激な価格競争の激化による販売単価の下

落などにより、ＰＣ事業の売上高は、23億66百万円と予想を大幅に下回る結果となりました。また損益も、多岐にわ

たる新製品開発にかかる費用が増加した一方、市場価格が想定を超えて下落したことにより、４億63百万円のセグメ

ント損失となりました。 

③  ＯＥＭ事業 

  ＯＥＭ事業における売上高は、好調に推移していたエコカー向けの車載用軽量スピーカーが補助金等の終了にとも

ない急激に受注が減少するとともに、ゲーム機器や遊技機器向けスピーカーの受注も低調な推移となりました。イン

ドの有力地場自動車メーカー向けスピーカーの受注等、新興市場の開拓は寄与したものの、売上高は11億97百万円に

とどまり、損益は15百万円のセグメント損失となりました。 

④  不動産賃貸事業   

  不動産賃貸事業における売上高は、１億30百万円となりました。また、損益は94百万円のセグメント利益となりま

した。 

⑤  その他 

  その他の事業の売上高は、４億62百万円となりました。損益は、１億23百万円のセグメント利益となりました。 

  

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

  当四半期末における総資産は、455億68百万円となりました。有利子負債は192億59百万円となりました。純資産

は、51億32百万円となり、自己資本比率は10.6％となりました。  

   

(３) キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「キャッシュ」）は、110億78百万円となりま

した。 

  当第３四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞  

  営業活動におけるキャッシュ・フローは、13億33百万円の増加となりました。これは主に、支払い債務の増加によ

るものであります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞  

  投資活動によるキャッシュ・フローは、７億40百万円の減少となりました。これは主に、長期性預金の預入による

支出と有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

 ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞  

  財務活動により変動したキャッシュは、シンジケートローンの借入などにより44億48百万円の増加となりました。

  

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当四半期において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。  

  

(５) 研究開発活動 

  当四半期におけるグループ全体の研究開発活動の総額は、５億53百万円であります。 

なお、当四半期において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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(６) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

  当社グループを取り巻く事業環境は、欧州での信用不安の表面化などによる、基軸通貨の大幅な変動や不安定な中

東情勢など、今後も予断を許さない厳しい状況が続くものと見込まれます。また、薄型テレビなどデジタル家電など

の急激な需給の変動に加え、新興国の需要の増加などにより原材料価格の高騰が懸念されます。この他、経営成績に

重要な影響を与える要因としましては、平成22年６月７日提出の有価証券届出書「第三部 企業情報 第２ 事業の

状況 ４．事業等のリスク」に記載のとおりであります。  

  また、当社グループでは、平成22 年10月１日より持株会社制に移行し各事業を事業会社として分社することによ

り、グループ内外のＭ＆Ａ、提携および協業等の事業再編を迅速に行い、適切な事業グループの適時編成を可能にす

るとともに、事業責任をより明確化し当社グループ全体の経営効率の向上を図るべく、抜本的な事業構造の改革への

取組を開始いたしました。   

  

(７) 経営者の問題認識と今後の方針について 

 当社グループの経営陣は、熾烈な市場競争による販売価格の低下や消費者価値観の多様化と変化の短期化などに大

きな危機感を持っており、経営理念（ビジョン）『 ～ＶＡＬＵＥ ＣＲＥＡＴＩＯＮ～ 常に新しい価値提案を行

い、驚きと感動で未来を動かそう 』を掲げ、今後も経営指針の達成に向け全力で取り組みを続けてまいります。  

 なお、当社グループの経営指針は以下のとおりであります。  

１．Global Business with Localized Products  

・オンキヨーは世界の市場で、それぞれの地域のお客様に最適な商品を供給し続けます。  

２．IMAGINATIVE SIGHT & SOUND®  

・オンキヨーは「映像と音」を媒介として、世界の人々の快適な「空間と時間」を創造します。  

３．Quality Advancement of Products and Services  

・オンキヨーは展開する商品・サービスに関し、常に業界最高水準の品質を維持し、その基本となる品質管理シス

テムの強化、向上に努めます。 

４．In Harmony with the Environment  

 ・オンキヨーは地球環境の保全が人類共通の重要課題であることを認識し、「環境との共生、調和」をスローガン

として、積極的に環境保全に配慮した企業活動を行います。  

５．Proper Management  

・ＣＳ（顧客満足）の追求によりブランド・イメージの向上を図り、常にブランド力の強化に努めます。 

・売上高至上主義・市場占有率優先主義を排し、高付加価値・利益優先主義に徹します。 

・良質の保守主義を基本とし、連結ベースで経営効率の向上を図り、利益とフリー・キャッシュの最大化を目指し

ます。  
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第３四半期連結会計期間の期首において計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、当第３四半期連結会計期間に新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。 

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  80,000,000

計  80,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成23年２月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  47,829,665  47,829,665

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード）  

単元株式数 

100株  

計  47,829,665  47,829,665 － － 

12



 新株予約権等に関する事項は、次のとおりであります。なお、当社は、平成22年10月１日をもって単独株式移

転により、オンキヨー株式会社（現オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社、以下、「ＯＳＶ」という。）によ

り設立され、同社の完全親会社となりました。この株式移転により、ＯＳＶが平成21年12月１日に発行した第２

回新株予約権については、平成22年10月１日をもってＯＳＶが当社の成立の日の前日の最終のＯＳＶの新株予約

権原簿に記載または記録された新株予約権者に対し、その有するＯＳＶの新株予約権１個につき当社の新株予約

権１個の割合にて割当て、また、ＯＳＶが平成21年12月１日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社

債および平成22年１月６日に発行した第４回無担保転換社債型新株予約権付社債について、ＯＳＶが当社の成立

の日の前日の最終のＯＳＶの社債原簿に記載または記録された社債権者に対し負担する社債の債務（社債債務承

継額は第３回無担保転換社債型新株予約権付社債につき金600,000,000円。第４回無担保転換社債型新株予約権

付社債につき金600,000,000円。）を、それぞれ当社第１回および第２回無担保転換社債型新株予約権付社債と

して承継いたしております。 

① 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

第２回新株予約権（平成21年12月１日発行） 

（注） 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当りの額は、当初115円(以下、「行使価額」という。)とす

る。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等は、次に定めるところに従い行使価額を

調整することがある。 

１ 行使価額の調整 

(１)  行使価額は、本新株予約権割当日後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各行

使価額を調整する。 

① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により行使価額を調整する。ただし、以下

の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数および株式分割により

当社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 

（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  1

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  1,159,420

新株予約権の行使時の払込金額（円）  133,333,333

新株予約権の行使期間 
自 平成21年12月１日 

至 平成25年12月２日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注） 

発行価格     

資本組入額    

115

58

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 － 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

新株予約権の対象となる当社株式が他の種類の株式に変更

された場合、新株予約権者は、当該他の種類の株式に関す

る代替新株予約権を取得する権利を有する。 

当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織

再編行為（これらの行為が複数回にわたって行われる場合

を含む）を行った結果、当社が消滅会社となる場合、また

は当社の発行済株式総数の50％以上を所有する者の変更が

生じる場合（以下、「支配権変更事由」という。）には、

新株予約権者は、かかる支配権変更事由に関して発行され

た有価証券その他の財産に関する代替新株予約権を取得す

る権利を有する。 

13



調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。 

② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を

調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の

数は含まないものとする。 

③ 調整前の行使価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式

を処分する場合、以下の算式により行使価額を調整する。 

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを

適用する。 

④  調整前の行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、

かかる株式の払込期日に、または株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全て

が転換されたものとみなし、前③の算式により行使価額を調整する。調整後の行使価額は、払込期日の

翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の行使により発行される新株式

（当社の普通株式に転換される株式を含む。）１株当りの発行価額が調整前の行使価額を下回ることに

なる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその

日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(1)③の算式により行使価額を調整す

る。調整後の行使価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降

これを適用する。 

⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の５％を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う

場合にはそのそれぞれの場合において、行使価額を以下の算式に従い調整する。 

調整後の行使価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。 

⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換によ

り発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換

される株式が発行された時点から行われたものとみなして行使価額を調整する。  

(２) 本項(１)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数（ただし、当社が保有する当社の普通株式の

数を除く。）の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする時は、

当社は、行使価額の調整を適切に行うものとする。 

(３) 行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入す

る。 

(４) 行使価額の調整に際し計算を行った結果、調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどま

る時は、行使価額の調整はこれを行わない。 

(５) 本項(１)⑥の算式で使用される時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続

する30取引日（終値のない日数を除く。）の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における当社

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円

位未満小数第２位を切り捨てる。 

(６) 当社は、本項の定めにより行使価額の調整を行う場合、これに先立ち新株予約権者に対して書面をもって

これを通知する。この書面には、行使価額の調整がある旨、調整後の行使価額、ならびに新株予約権の行

使により発行すべき普通株式数を記載する。  

２ 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行若しくは処分するとき、または新

株予約権の行使により当社の株式を発行若しくは処分するときは、行使価額の調整は行わない。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
株式分割前発行済普通株式数 

株式分割後発行済普通株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
併合前発行済普通株式数 

併合後発行済普通株式数 

調整後行使価額 ＝ 
発行済普通株式数×調整前行使価格＋交付普通株式数×１株当り払込金額 

発行済普通株式数＋交付普通株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価－（１株当り配当金－１株当り純資産×0.05） 

時価 
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② 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成21年12月１日発行） 

（注） 本社債に係る新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当りの額は、当初115円(以下、「転換価額」とい

う。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等は、次に定めるところに従い

転換価額を調整することがある。 

１ 転換価額の調整 

(１) 転換価額は、本社債発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各転換価額を

調整する。 

① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により転換価額を調整する。ただし、以下

の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数及び株式分割により当

社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。 

調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。 

② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により転換価額を

調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の

数は含まないものとする。 

  
第３四半期会計期間末現在 

（平成22年12月31日） 

新株予約権付社債の残高（円）  600,000,000

新株予約権の数（個）  10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  5,217,390

新株予約権の行使時の払込金額（円）  60,000,000

新株予約権の行使期間 
自 平成21年12月１日 

至 平成25年12月２日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注） 

発行価格    

資本組入額   

115

58

新株予約権の行使の条件 
各社債に係る新株予約権の一部行使はできないものとす

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本社債に係る新株予約権は、会社法第254条第２項及び第

３項の定めにより本社債の社債部分と本社債に係る新株予

約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

代用払込みに関する事項 

会社法第280条に基づき、本社債に係る新株予約権を行使

した時は、社債権者から新株予約権付社債の全額の償還に

代えて、本社債に係る新株予約権の行使に際して払込をな

すべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
 株式分割前発行済普通株式数 

 株式分割後発行済普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
 併合前発行済普通株式数 

 併合後発行済普通株式数 
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③ 調整前の転換価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式

を処分する場合、以下の算式により転換価額を調整する。  

調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを

適用する。 

④ 調整前の転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、

かかる株式の払込期日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが

転換されたものとみなし、前③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、払込期日の翌

日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の行使により発行される新株（当

社の普通株式に転換される株式を含む。）１株当りの発行価額が調整前の転換価額を下回ることになる

新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日

に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(１)③の算式により転換価額を調整す

る。調整後の転換価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降

これを適用する。 

⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の５％を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う

場合にはそのそれぞれの場合において、転換価額を以下の算式に従い調整する。 

調整後の転換価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。 

⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換によ

り発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換

される株式が発行された時点から行われたものとみなして転換価額を調整する。 

(２) 本項(１)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数（ただし、当社が保有する当社の普通株式の

数を除く。）の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とする時は、

当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。 

(３) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入す

る。 

(４) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどま

る時は、転換価額の調整はこれを行わない。 

(５) 本項(１)⑥の算式で使用される時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続

する30取引日（終値のない日数を除く。）の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における当社

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円

位未満小数第２位を切り捨てる。 

(６) 当社は、本項の定めにより転換価額の調整を行う場合、これに先立ち社債権者に対して書面をもってこれ

を通知する。この書面には、転換価額の調整がある旨、調整後の転換価額、ならびに転換により発行すべ

き普通株式数を記載する。 

２ 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行もしくは処分する時、または新株

予約権の行使により当社の株式を発行もしくは処分する時は、転換価額の調整は行わない。  

調整後転換価額 ＝ 
発行済普通株式数×調整前転換価格＋交付普通株式数×１株当り払込金額 

発行済普通株式数＋交付普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 
時価－（１株当り配当金－１株当り純資産×0.05） 

時価 
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第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成22年１月６日発行） 

（注） 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当りの額は、当初131円（以下、「転換価額」という。）とす

る。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等には、次項に定めるところに従い転換価

額を調整することがある。 

１ 転換価額の調整 

(１) 当社は、本社債の発行後、本項(２)①から③までに掲げる各事項により当社の普通株式数に変更または変

更の可能性が生じる場合には、次に定める算式（以下、「転換価額調整式」という。）により転換価額の

調整を行う。 

  
第３四半期会計期間末現在 

（平成22年12月31日） 

新株予約権付社債の残高（円）  600,000,000

新株予約権の数（個）  10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  4,580,150

新株予約権の行使時の払込金額（円）  60,000,000

新株予約権の行使期間 
自 平成22年１月６日 

至 平成26年１月７日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注） 

発行価格   

資本組入額   

131

66

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後

新株予約権を行使することはできないものとし、当社が本

社債を買入れ当該本社債にかかる社債部分を消却した場合

における当該本社債にかかる新株予約権についても同様と

する。各社債に係る新株予約権の一部行使はできないもの

とする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権は、会社法第254条第２項および第３項の定

めにより本社債の社債部分と本新株予約権のうち一方の

みを譲渡することはできない。 

代用払込みに関する事項 

会社法第280条に基づき、本新株予約権を行使した時は、

社債権者から新株予約権付社債の全額の償還に代えて、

本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の

払込とする請求があったものとみなす。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後 

転換価額  
＝ 

調整前 

転換価額  
×

既発行 

普通株式数  
＋

交付普通株式数×１株当りの払込金額 

時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

17



(２) 転換価額調整式により本社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期は、次

に定めるところによる。 

① 本項(３)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の発行

した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除

く。）  

  調整後の転換価額は払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下、「普通株主」という。）に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。 

② 当社普通株式の株式分割または無償割当てをする場合  

  調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当て

について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、また当社

普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるために基準日がない場合または

株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には当該割当ての効力発生日の翌日

以降、これを適用する。 

③ 本項(３)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する旨の定めがある取得請求権付株

式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発

行またはその取得と引換えに交付する場合（無償割当ての場合を含む。）または本項(３)②に定める時

価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む）。  

  調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）または新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）その他の証券または権利（以下、「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で請

求または行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するもの

とし、払込期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は、割当日）または無償割当ての効力発生

日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当ての権利を与えるための基準日がある場合

は、その日の翌日以降、これを準用する。 

  上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発

行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は当該対価の確定時点で発行されている取得

請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたも

のとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを

適用する。 

④ 本項(２)①から③までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、

かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件と

しているときには本項(２)①から③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以

降、これを適用する。  

  この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新

株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交

付については、行使請求の効力発生後、当該新株予約権者が指定する振替機関または口座管理機関にお

ける振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

株式数  ＝ 
（調整前転換価額－調整後転換価額） ×

調整前転換価額により 

当該期間内に交付された 

株式数  

調整後転換価額 
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(３)① 転換価額調整式の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

② 転換価額調整式で使用される時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項(２)④の場合は基

準日）に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日（終値のない日数を除く。）の大阪証券取引所Ｊ

ＡＳＤＡＱ（スタンダード）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

③ 転換価額調整式で使用される既発行普通株式は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない

場合は調整後の転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日にお

ける当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項(２)②の株式分割のための基準日に

おける当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まない。 

(４) 本項(１)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には当社は、必要な調整を行う。 

① 株式併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式

交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とす

るとき。 

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

２ 前項により転換価額の調整を行うときは、当社はあらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換

価額、調整後の転換価額およびその適用の日その他必要な事項を本社債の社債権者に通知する。ただし、適用の

日の前日までに前記の通知を行うことができないときは適用の日以降すみやかにこれを行う。 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

（注） 会社設立によるものです。 

  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額（百万
円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成22年10月１日

（注）  
 47,829,665  47,829,665  1,866  1,866  1,202  1,202

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、当社設立日である平成22年10月１日の株主名簿により記載をしております。 

①【発行済株式】 

（注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式59株が含まれています。 

②【自己株式等】 

（注） なお、自己株式の第３四半期会計期間末現在の実質所有数は398,449株、発行済株式総数に対する所有株式数の

割合は0.83％であります。  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものです。 

２．当社株式は、平成22年10月１日をもって大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場いたしましたので、それ以

前の株価については該当ありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成22年10月１日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  398,100 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  46,982,500  469,825 － 

単元未満株式 普通株式  449,065 － － 

発行済株式総数  47,829,665 － － 

総株主の議決権 －  469,825 － 

  平成22年10月１日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

オンキヨー株式会社 

(現オンキヨーサウ

ンド＆ビジョン㈱) 

大阪府寝屋川市日

新町２番１号 
398,100  －  398,100 0.83

計 － 398,100  －  398,100 0.83

２【株価の推移】

月別 
平成22年 

10月 
11月 12月 

最高（円）  132  173  163

最低（円）  103  99  134
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当四半期報告書提出日現在における当社役員の状況は以下のとおりであります。  

３【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

代表取締役 

社長  
- 大朏 宗徳  昭和45年１月28日生

平成８年３月 ビジネスネットワークテレコム㈱（現：

オンキヨーエンターテイメントテクノロ

ジー㈱）代表取締役 

（注３）  －

平成17年２月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱（副社長付）入社 

平成18年３月 オンキヨーリブ㈱（現：オンキヨーエン

ターテイメントテクノロジー㈱）代表取

締役社長 

平成18年４月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）事業開発本部長 

平成18年６月 同社取締役執行役員事業開発本部長 

 平成19年６月
オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）代表取締役副社長 

平成21年６月 同社代表取締役社長 

平成21年10月 同社代表取締役社長 経営管理部門・開

発センター・デザイン部統括 

平成22年10月 当社代表取締役社長（現任） 

代表取締役

副社長 

  

 － 

  

中野 宏 

  

 昭和22年７月６日生

  

昭和46年４月 トリオ㈱（現：ＪＶＣ・ケンウッド・ホ

ールディングス(株) ）入社 

（注３）

  

  －

平成10年６月 同社取締役 

平成13年４月 同社代表取締役社長 

平成15年８月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）顧問 

平成18年４月 同社専務取締役 ＡＶＣ事業本部長 

平成18年６月 同社代表取締役専務  

平成20年６月 同社代表取締役副社長 

平成22年10月 当社代表取締役副社長（現任）  

取締役 

  

－  

  

大朏 時久

  

昭和43年６月１日生

  

平成５年９月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱） 入社 

（注３）

  

 

  

10

平成９年６月 同社取締役 

平成12年６月 同社代表取締役専務 

平成16年６月 同社代表取締役副社長 

平成18年６月 テクノエイト㈱ 代表取締役社長 

平成21年６月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱） 代表取締役会長 

平成21年10月 同社代表取締役会長 ＰＣカンパニー統

括 

平成22年１月 ㈱工人舎（現：インベンテック開発㈱）

代表取締役社長 

平成22年６月 同社代表取締役会長（現任） 

平成22年10月 当社代表取締役会長 

平成22年12月 当社取締役（現任） 

オンキヨーマーケティングジャパン㈱ 

代表取締役会長 

平成23年２月 オンキヨーエンターテイメントテクノロ

ジー㈱ 代表取締役社長（現任） 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役 － 菅 正雄  昭和26年３月24日生

昭和51年４月 ㈱東芝入社 

（注３） －

平成19年７月 ㈱ソーテック商品本部長 

平成19年９月 同社代表取締役社長 CEO 

平成19年12月 同社代表取締役社長 CEO 兼 商品本部長 

平成20年７月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）取締役 

平成20年８月 同社常務取締役 EMS事業本部長 兼 開発

センター長 

平成21年10月 同社常務取締役 PCカンパニー社長 兼 開

発センター長 

平成22年３月 同社常務取締役 PCカンパニー社長  

平成22年10月 当社取締役（現任） 

平成22年12月 オンキヨーデジタルソリューションズ㈱ 

代表取締役社長（現任） 

取締役 － 廻戸 正昭 昭和18年７月16日生 

昭和41年３月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）入社 

（注３）  4

平成９年４月 同社ＣＥ事業部生産本部長 

平成13年６月 同社取締役 ＣＥ事業部長 

平成14年６月 同社取締役 常務執行役員 

ＣＥ事業部長 

平成18年６月 同社取締役 常務執行役員 

ＡＶＣ事業本部長 

平成19年６月 同社取締役 常務執行役員 

オーディオ営業本部長 

平成20年４月 同社取締役 常務執行役員 

ＡＶＣ営業本部長 

平成20年８月 同社取締役 常務執行役員 

営業本部長 

平成21年10月 同社取締役 常務執行役員 

ＡＶカンパニー社長 

平成22年10月 当社取締役（現任） 

平成22年12月 オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱代表取

締役社長（現任） 

取締役 － 宮本 和夫 昭和21年９月26日生 

昭和39年８月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）入社 

(注３)  8

平成12年４月 ONKYO (MALAYSIA) SDN. BHD. 社長 

平成15年１月 ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD. 社

長 

平成15年４月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）執行役員 

平成17年６月 同社取締役 執行役員 

生産技術本部長 

平成17年７月 上海安橋電子有限公司 董事長 

平成18年６月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）取締役 執行役員 

ＯＥＭ事業本部長 

平成19年６月 同社取締役 常務執行役員 

ＥＭＳ事業本部長 

平成20年８月 同社取締役 常務執行役員 

生産品質担当 

平成20年11月 同社取締役 常務執行役員 

生産担当 

平成21年１月 同社取締役 常務執行役員 

ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD. 会

長（現任） 

平成21年10月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）取締役 常務執行役員 

生産担当 

平成22年10月 当社取締役（現任） 

22



（注）１．監査役のうち西浦孝充および石本愼一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

２．取締役大朏時久は代表取締役社長大朏宗徳の兄であります。 

３．当社設立の日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ

ります。 

４．当社設立の日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ

ります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（千株） 

取締役 － 奥田 伸明 昭和29年５月７日生 

平成17年３月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）入社 技術本部第１技術

部部長 

（注３）  －

平成17年４月 同社生産・技術本部副本部長 

平成18年４月 同社事業開発本部副本部長 

平成18年６月 同社執行役員ＥＭＳ事業本部長 

平成19年７月 同社執行役員事業開発本部長 

平成21年６月 同社取締役 執行役員 

事業開発本部長 

平成21年10月 同社取締役 執行役員 

ＡＶカンパニー副社長 

平成22年10月 当社取締役（現任） 

平成22年12月 オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱取締役

副社長（現任） 

常勤監査役 － 日朝 謙二 昭和17年９月12日生 

昭和42年３月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）入社 

(注４)  2

平成８年５月 同社海外営業本部海外営業部長 

平成９年10月 ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH出向

（社長補佐） 

平成11年６月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）監査役 

平成22年10月 当社監査役（現任） 

常勤監査役 － 森川 達夫 昭和23年７月10日生 

昭和44年４月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）入社 

(注４)  10

平成９年10月 同社営業推進部長 

平成11年４月 同社営業管理部長 

平成15年４月 同社国内営業部長 

平成16年７月 同社業務部長 

平成20年４月 同社ロジスティクスセンター部長 

平成21年２月 同社営業管理部長兼ロジスティクスセン

ター部長 

平成21年６月 同社監査役 

平成22年10月 当社監査役（現任） 

監査役 － 西浦 孝充 昭和23年７月９日生 

昭和46年４月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法

人トーマツ）入社 

(注４)  －

平成８年７月 監査法人トーマツ代表社員就任 

平成19年５月 公認会計士西浦孝充事務所開設（現任） 

平成20年６月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）監査役 

平成22年10月 当社監査役（現任） 

監査役 － 石本 愼一 昭和34年８月23日生 

昭和60年３月 税理士登録 

（注４）  －

昭和62年11月 サンワ等松青木監査法人（現有限責任監

査法人トーマツ）大阪事務所入所 

平成14年５月 税理士法人トーマツ移籍 

平成17年３月 税理士法人トーマツ退職 

平成19年11月 アズタックス税理士法人理事（現任） 

平成21年６月 オンキヨー㈱（現：オンキヨーサウンド

＆ビジョン㈱）監査役 

平成22年10月 当社監査役（現任） 

        計    34
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 また、当四半期報告書は、設立後最初に提出するものであるため、前連結会計年度及び前年同四半期との対比は行

っておりません。 

 なお、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表は、株式移転により完全子会社となったオンキヨーサウン

ド＆ビジョン株式会社の連結財務諸表を引き継いで作成しております。  

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から

平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】

24



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 11,078

受取手形及び売掛金 9,469

商品及び製品 5,498

仕掛品 220

原材料及び貯蔵品 1,577

その他 872

貸倒引当金 △61

流動資産合計 28,655

固定資産  

有形固定資産  

土地 3,914

賃貸用土地 5,946

その他（純額） 4,584

有形固定資産合計 ※1  14,445

無形固定資産 383

投資その他の資産  

その他 2,091

貸倒引当金 △7

投資その他の資産合計 2,084

固定資産合計 16,913

資産合計 45,568
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 10,585

短期借入金 6,539

未払法人税等 235

製品保証引当金 761

その他 4,192

流動負債合計 22,314

固定負債  

新株予約権付社債 1,200

長期借入金 9,280

長期預り保証金 2,660

再評価に係る繰延税金負債 3,082

退職給付引当金 175

リサイクル費用引当金 500

負ののれん 786

その他 437

固定負債合計 18,122

負債合計 40,436

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,866

資本剰余金 1,470

利益剰余金 △2,128

自己株式 △52

株主資本合計 1,155

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △16

土地再評価差額金 4,491

為替換算調整勘定 △819

評価・換算差額等合計 3,655

少数株主持分 321

純資産合計 5,132

負債純資産合計 45,568
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 36,835

売上原価 27,301

売上総利益 9,534

販売費及び一般管理費 ※1  10,106

営業損失（△） △572

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 1

負ののれん償却額 337

為替差益 213

その他 104

営業外収益合計 662

営業外費用  

支払利息 246

持分法による投資損失 531

支払手数料 312

支払補償費 66

その他 102

営業外費用合計 1,259

経常損失（△） △1,168

特別利益  

貸倒引当金戻入額 30

固定資産売却益 5

特別利益合計 35

特別損失  

固定資産除却損 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30

減損損失 38

関係会社清算損 215

その他 16

特別損失合計 314

税金等調整前四半期純損失（△） △1,448

法人税、住民税及び事業税 66

法人税等調整額 △31

法人税等合計 34

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,482

少数株主損失（△） △22

四半期純損失（△） △1,460
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 12,885

売上原価 9,749

売上総利益 3,136

販売費及び一般管理費 ※1  3,356

営業損失（△） △220

営業外収益  

受取利息 1

負ののれん償却額 112

持分法による投資利益 26

その他 26

営業外収益合計 166

営業外費用  

支払利息 84

為替差損 122

支払手数料 179

その他 44

営業外費用合計 431

経常損失（△） △485

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △12

固定資産売却益 3

特別利益合計 △9

特別損失  

固定資産除却損 9

構造改革費用 4

特別損失合計 13

税金等調整前四半期純損失（△） △508

法人税、住民税及び事業税 1

法人税等調整額 54

法人税等合計 56

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △565

少数株主損失（△） △13

四半期純損失（△） △551
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,448

減価償却費 578

減損損失 38

関係会社清算損益（△は益） 215

負ののれん償却額 △337

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41

製品保証引当金の増減額（△は減少） 158

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 246

為替差損益（△は益） 145

固定資産売却損益（△は益） △5

固定資産除却損 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30

持分法による投資損益（△は益） 531

売上債権の増減額（△は増加） 907

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,944

仕入債務の増減額（△は減少） 3,570

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 587

未収入金の増減額（△は増加） 905

その他 95

小計 2,229

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △171

法人税等の支払額 △122

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,942

投資活動によるキャッシュ・フロー  

長期性預金の預入による支出 △591

有形固定資産の取得による支出 △471

有形固定資産の売却による収入 2

貸付金の回収による収入 100

その他 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,004
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,664

長期借入れによる収入 10,500

長期借入金の返済による支出 △5,702

社債の償還による支出 △1,400

少数株主からの払込みによる収入 300

減資による少数株主への支払額 △109

配当金の支払額 △47

その他 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,858

現金及び現金同等物に係る換算差額 △404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,392

現金及び現金同等物の期首残高 8,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  11,078
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間において、ONKYO-INVENTA (HONG KONG) CO., 

LTD.および天津英安達科技有限公司を設立したため新たに連結の範囲に

含めております。 

また、当第３四半期連結会計期間から、平成22年10月１日付で持株会

社体制に移行し、平成22年12月１日付で会社分割を行ったことに伴い、

オンキヨーデジタルソリューションズ㈱およびオンキヨーマーケティン

グジャパン㈱を設立し新たに連結の範囲に含めております。 

(2)変更後の連結子会社の数 

 16社  

２．会計処理基準に関する事項の変更 

  

（1）資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

  これにより、税金等調整前四半期純損失は、30百万円増加しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は30百

万円であります。 

（2）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関

する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会

計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月

10日）を適用しております。なお、これによる影響はありません。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円であります。  

２ 偶発債務 

(１)重要な訴訟事件 

 オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱、ONKYO U.S.A. CORPORATION、ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH、および

ONKYO (MALAYSIA）SDN.BHD.(以下、当社グループとする) は、平成15年９月30日付でGlobal 

Technovations,Inc.（以下、GTIとする）から、Onkyo America,Inc.株式の取引の無効を主張し、譲渡対価の

一部である13百万USドルの払い戻し等を要求する訴訟を米国ミシガン州東部地区連邦破産裁判所に提訴されま

した。 

 平成22年７月２日付で当該裁判所がGTIの主張の一部を容認し、6.1百万USドルの支払いを当社グループに命

ずる旨の判決を下したため、当社グループはその内容を不服として、平成22年７月13日付で米国ミシガン州東

部地区連邦地方裁判所に控訴を提起しました。 

 なお、詳細については、第５．経理の状況 ２．その他 重要な訴訟事件に記載しております。  

(２) 財務制限条項 

 当社の借入金および社債には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、

貸付人または社債権者の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本および利息を支

払うこととなっております。 

① 社債 百万円  

ⅰ)平成21年12月以降の各四半期末において、①貸借対照表の流動比率が1.05を下回る又は②当座比率が

0.65を下回る状況が２四半期継続した場合 

ⅱ)ネットデット(純有利子負債)が135億円を上回る状態が、２四半期継続する場合 

② 社債 百万円 

ⅰ)平成22年３月以降の各決算期末において、単体ベースで３期連続経常赤字となった場合、または連結ベ

ースで３期連続経常赤字となった場合 

③ 長期借入金 百万円 

ⅰ)平成21年９月30日以後終了する各事業年度において、連結または単体ベースで３期連続経常赤字となっ

た場合  

ⅱ)当社および当社子会社と貸付人との間で締結する集合動産譲渡担保権設定契約の対象となっている動産

について、銀行が評価する各月末時点の時価の合計額が、同月末日時点のこの契約に基づく債務の残高を

２ヵ月以上連続して下回った場合 

④ 長期借入金 百万円 

短期借入金 百万円    

ⅰ) 本契約締結日以降の各事業年度末日における修正純資産の部の金額を、5,255百万円、又は直近の事

業年度末日における修正純資産の部の金額の75％に相当する金額のいずれか高い金額以上に維持するこ

と。なお、修正純資産の部とは、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額に売却予定不動産

の売却に伴い計上した土地再評価差額金の減少額を換算した金額をいう。 

ⅱ) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２期連続して損

失としないこと。 

ⅲ)借入人が発行する社債について期限の利益を喪失しないこと。 

 なお、上記債務のほか、長期借入金2,000百万円について、当社が本契約に基づく債務以外の債務について

期限の利益を喪失した場合に、貸付人の請求により契約上の一切の債務について期限の利益を失う旨、規定さ

れております。   

  

8,944

600

600

264

6,900

2,300
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

発送荷造費 百万円938

広告宣伝費  425

販売促進費  848

特許使用料  800

販売手数料  612

製品保証引当金繰入額  273

給料手当  1,572

退職給付費用  17

研究開発費  328

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

発送荷造費 百万円336

広告宣伝費  150

販売促進費  336

特許使用料  238

販売手数料  204

給料手当  476

退職給付費用  1

研究開発費  103

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 百万円11,078

現金及び現金同等物 百万円11,078
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

３．新株予約権等に関する事項 

 新株予約権等に関する事項は、次のとおりであります。なお、当社は、平成22年10月１日をもって単独株式移

転により、オンキヨー株式会社（現オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社、以下、「ＯＳＶ」という。）によ

り設立され、同社の完全親会社となりました。この株式移転により、ＯＳＶが平成21年12月１日に発行した第２

回新株予約権については、平成22年10月１日をもってＯＳＶが当社の成立の日の前日の最終のＯＳＶの新株予約

権原簿に記載または記録された新株予約権者に対し、その有するＯＳＶの新株予約権１個につき当社の新株予約

権１個の割合にて割当て、また、ＯＳＶが平成21年12月１日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社

債および平成22年１月６日に発行した第４回無担保転換社債型新株予約権付社債について、ＯＳＶが当社の成立

の日の前日の最終のＯＳＶの社債原簿に記載または記録された社債権者に対し負担する社債の債務（社債債務承

継額は第３回無担保転換社債型新株予約権付社債につき金600,000,000円。第４回無担保転換社債型新株予約権

付社債につき金600,000,000円。）を、それぞれ当社第１回および第２回無担保転換社債型新株予約権付社債と

して承継いたしております。発行日はＯＳＶにおいて発行した日を記載しております。 

① 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。  

第２回新株予約権（平成21年12月１日発行） 

② 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成21年12月１日発行） 

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成22年１月６日発行） 

４．配当に関する事項 

配当金支払額 

   

５．株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成22年10月１日に、単独株式移転の方法により設立されました。設立日における資本金は 百

万円、資本準備金は 百万円であります。なお設立日と比較して株主資本の金額に著しい変動はありませ

ん。  

（株主資本等関係）

普通株式  47,829,665株 

普通株式  398,449株 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,159,420株

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 5,217,390株

新株予約権付社債の四半期連結会計期間末残高 600百万円

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 4,580,150株

新株予約権付社債の四半期連結会計期間末残高 600百万円

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 47 1 平成22年３月31日 平成22年６月25日 

1,866

1,202
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１．報告セグメントの概要 

  当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

  当社グループは、平成21年10月１日にカンパニー制を導入し、ＡＶ、ＰＣおよびＯＥＭの事業部ごとの独立採算を

徹底するとともに、迅速な意思決定を行なうことで各事業の強化および収益の確保に努めてまいりました。そして、

平成22年10月１日を期日として持株会社制に移行するとともに、平成22年12月１日を期日として会社分割を行いまし

た。これによりＡＶ事業統括会社、ＰＣ事業統括会社、ＡＶ・ＰＣ国内販売事業会社およびＯＥＭ事業統括会社を設

立し当社の子会社といたしました。各事業会社は、製品・サービスの種類に基づき事業別に区分されております。事

業セグメントは各事業会社を基礎として構成されており、「ＡＶ事業」、「ＰＣ事業」、「ＯＥＭ事業」および「不

動産賃貸事業」の４つを報告セグメントとしております。 

  なお、「ＡＶ事業」は、オーディオ・ビジュアル関連製品を生産しております。「ＰＣ事業」は、ＰＣおよびその

他ＩＴ関連製品等を生産しております。「ＯＥＭ事業」は、車載用・家電用スピーカー等を生産しております。「不

動産賃貸事業」は不動産賃貸サービスを行なっております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注１）「ＡＶ事業」の海外売上高は、北米 百万円、欧州 百万円、アジア 百万円、その他地域

百万円であります。 

（注２）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用及び業務用電気製品・

情報関連サービス事業等を含んでおります。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（注１）「ＡＶ事業」の海外売上高は、北米 百万円、欧州 百万円、アジア 百万円、その他地域 百

万円であります。 

（注２）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用及び業務用電気製品・

情報関連サービス事業等を含んでおります。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注２） 
合計 

ＡＶ事業 
（注１） 

ＰＣ事業 ＯＥＭ事業
不動産賃貸

事業 
計 

売上高               

外部顧客への売上高  22,861  7,436  4,752  392  35,442  1,392  36,835

セグメント間の内部
売上高又は振替高  

 296  34  612  －  944  28  972

計  23,158  7,470  5,364  392  36,386  1,421  37,808

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,691  △1,098  △126  269  735  57  792

8,478 6,776 1,856 666

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注２） 
合計 

ＡＶ事業 
（注１） 

ＰＣ事業 ＯＥＭ事業
不動産賃貸

事業 
計 

売上高               

外部顧客への売上高  8,728  2,366  1,197  130  12,422  462  12,885

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 134  9  247  －  390  13  404

計  8,862  2,375  1,444  130  12,813  475  13,289

セグメント利益又は 

損失（△） 
 516  △463  △15  94  132  123  256

3,180 2,692 646 209
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費用であります。 

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費用であります。  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（重要な負ののれん発生益） 

「ＰＣ事業」セグメントにおいて、㈱ソーテックとの合併により負ののれんを計上しており、均等償却を行なっ

ております。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期連結会計期間においては 百万

円であります。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計  735

「その他」の区分の利益  57

 全社費用（注）  △1,365

四半期連結損益計算書の営業利益又は損失（△）  △572

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計  132

「その他」の区分の利益  123

 全社費用（注）  △476

四半期連結損益計算書の営業利益又は損失（△）  △220

112
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

当社設立日より、重要な変動はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

当社設立日より、重要な変動はありません。 

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

当社設立日より、重要な変動はありません。 

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

賃貸等不動産において、当社設立日に比べて重要な変動はありません。 

  

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（賃貸等不動産関係）
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当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

共通支配下の取引等 

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び

取引の目的 

 ①株式移転 

（1）対象となった結合当事企業の名称及びその事業の内容 

（2）企業結合日 

平成22年10月１日 

（3）企業結合の法的形式 

株式移転 

（4）結合後企業の名称 

オンキヨー株式会社（当社） 

 ②会社分割 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容 

（2）企業結合日 

平成22年12月１日 

（3）企業結合の法的形式 

オンキヨー株式会社（現オンキヨーサウンド＆ビジョン株式会社）を分割会社、オンキヨー株式会

社（当社）およびオンキョーエレクトロニクス株式会社（現オンキヨーデベロップメント＆マニュ

ファクチャリング株式会社）を承継会社、オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社およびオ

ンキヨーマーケティングジャパン株式会社を新設会社とする会社分割 

（4）結合後企業の名称 

オンキヨー株式会社（当社） 

オンキヨーデベロップメント＆マニュファクチャリング株式会社（当社の連結子会社） 

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社（当社の連結子会社） 

オンキヨーマーケティングジャパン株式会社（当社の連結子会社） 

その他取引の概要に関する事項 

 当社グループではＡＶ、ＰＣおよびＯＥＭの事業部ごとの独立採算を徹底するとともに、迅速な意思

決定を行なうことで各事業の強化および収益の確保に努めてまいりました。今後さらに、事業の独立性

を一層高め、戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進できる体制を整備することにより事業規模

の拡大をはかり収益力を強化することを目的としております。 

  

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共

通支配下の取引として処理しております。 

  

（企業結合等関係）

 結合当事企業の名称 オンキヨー株式会社（現オンキヨーサウンド＆ビジョン株式会社）  

 事業の内容 
オーディオビジュアル関連製品、ＰＣおよびその他ＩＴ関連製品等な

らびに車載用、家電用スピーカー等の製造・販売  

事業の名称 ＰＣ事業、ＯＥＭ事業、ＡＶ・ＰＣ国内販売事業、および関係会社管理事業 

事業の内容 

ＰＣおよびその他ＩＴ関連製品の企画・設計・製造 

車載用・家電用スピーカー等の設計・製造・販売 

日本国内におけるオーディオおよびＰＣ製品等の販売 

グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務  
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

 当社設立日より、重要な変動はありません。 

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

  
  

１株当たり純資産額 101.43円   

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 30.78円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。  

１株当たり四半期純損失金額 11.62円

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純損失金額     

四半期純損失（百万円）  1,460  551

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（百万円）  1,460  551

期中平均株式数（千株）  47,432  47,431

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要 

 －  －

（重要な後発事象）

（リース取引関係）
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重要な訴訟事件 

 オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱、ONKYO U.S.A. CORPORATION、ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH、およびONKYO 

(MALAYSIA）SDN.BHD.（以下、当社グループとする）は、平成15年９月30日付で、Global Technovations, Inc.（以

下、GTIとする）から、以下に掲げる内容で米国ミシガン州東部地区連邦破産裁判所に提訴されました。平成22年７

月２日付で当該裁判所がGTIの主張の一部を容認し、6.1百万USドルの支払いをオンキヨーグループに命ずる旨の判決

を下したため、オンキヨーグループはその内容を不服として、平成22年７月13日付で米国ミシガン州東部地区連邦地

方裁判所に控訴を提起しました。 

（内容） 

 GTIは、平成12年８月に、オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱、ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH、およびONKYO 

(MALAYSIA）SDN.BHD.が保有していたOnkyo America,Inc.（以下、OAI）の全株式を取得しました。その後、平成13年

12月にGTIおよびOAIは、市場環境の低迷と売上高の減少による財政状態の悪化を理由に連邦破産法（チャプター11）

の適用を申請しました。 

 平成15年９月30日付でGTIはOAI株式の取引の無効を主張し、譲渡対価の一部である13百万USドルの払い戻し等を要

求し、当社グループに対して、米国ミシガン州東部地区連邦破産裁判所（以下、破産裁判所）にて訴訟を提起しまし

た。それに対して、当社グループは本取引が適切に行なわれたものであると主張して参りました。 

 平成22年７月２日付で破産裁判所はGTIの主張の一部を容認し、6.1百万USドルの支払いを当社グループに対して命

ずる旨の判決を下しました。しかし、当社グループは当該判決の内容を不服として、上級審の判断を仰ぐべく、平成

22年７月13日付で米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所に控訴を提起しました。控訴審においても当社グループは

引き続き徹底して争う所存です。 

 なお、平成20年２月に、本訴訟の当事会社をONKYO (MALAYSIA）SDN.BHD.からONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.

に引継ぐ手続を完了しております。また、平成22年12月に、本訴訟の当事会社をオンキヨーサウンド＆ビジョン㈱か

らオンキヨー㈱に引き継ぐ手続きを完了しております。  

   

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年２月10日

オンキヨー株式会社 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士      松田 茂  印         

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士      山田 美樹 印         

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオンキヨー株式

会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平

成22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オンキヨー株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 




