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株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。

オンキヨーグループは2010年12月に持株会社体制へ移行し、

2011年度上期は体制改革による機動的かつ効果的な経営の

実現に向けて、確実な歩みを進めてまいりました。

オンキヨーグループが持株会社体制に移行し、機動的な経営

を目標に据える背景のひとつには、昨今のネットワークを中心

とした市場の大きな変化があります。このような変化に各

事業が迅速に対応し、それぞれの市場における競争優位性を

さらに高めることを目指しております。機動的な経営がで

きる体制が整った今、「音で培った基礎技術+Something 

NEW」を意識した、今までに無い新たな価値を世界の市場

に展開してまいります。

2011年 度 下 期 以 降 に つ き ま し て も、経 営 理 念『VALUE 

CREATION』をグループ全体の旗印に、オンキヨーらしい

新たな製品やサービスを提案してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともご厚情とご支援を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＋Something NEW

新たな感動を創るオンキヨーへ

トップメッセージ TOP MESSAGE

代表取締役社長

大 朏  宗 徳
おお  つき     むね  のり

その他事業

販売会社

AV事業

オンキヨー株式会社
オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社

オンキヨートレーディング株式会社
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社

オンキヨーマーケティングジャパン株式会社
ONKYO U.S.A. CORPORATION
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH
ONKYO CHINA LTD.

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社

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

PC事業

OEM事業

純粋持株会社

オンキヨーグループでは、高品位なサウンドを提供し続けているAV事業、オンキヨー独自の魅力を備えたPC・IT

関連製品を提供するPC事業、長年培ってきた高い技術力から品質の高いスピーカーを生み出すOEM事業の

各事業が新たな付加価値の創造に挑戦し続けています。そして、国内外の販売会社がオンキヨー製品を世界中に

お届けし、オンキヨーブランドの価値を広く訴求しております。その他事業ではオンラインショップの運営や

高品質音楽配信コンテンツの提供、PC製品のカスタマーサポート等を行っており、安定した事業として成長

しております。

オンキヨーグループでは、これらの各事業を担う事業会社によって機動的に事業を展開しており、グループの経

営管理および研究開発を担うオンキヨー株式会社とともに各事業会社が一丸となって更なる飛躍を目指します。

VALUE CREATION



ネットワークオーディオ
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特集

広大な音の世界にアクセスする入り口

　現在私たちは、音との出会いをさらに進化した形で経

験していただくために、ネットワークに対応した製品開

発を進めています。オーディオ機器をネットワークに接

続することで、オーディオ機器を入り口として世界のあ

らゆるコンテンツをお客様に愉しんでいただくことが

可能となりました。

　私たちはオーディオ機器をすばらしい音の世界を体

験していただくためのきっかけとして位置付けており、

今後も音の世界をさらに広げるオンキヨー製品を企画・

開発していきたいと考えております。

進化するネットワークオーディオ市場に
いち早く対応

　近年、ネットワーク経由で音楽を愉しむことができる

「ネットワークオーディオ」への需要が増えてきており、

iTunesなどに代表される音楽のダウンロード販売、ネッ

トを介して聴くインターネットラジオ等、欧米を中心に

多様な音楽配信サービスが展開され、オーディオ市場が

活性化しています。

　海外では、欧州発の定額音楽配信サービス「Spotify※」

やユーザーの好みに近い楽曲を認識して配信する音楽

ストリーミング配信サービス「AUPEO!」等のサポート

を、AVアンプ・AVレシーバーとしては世界で初めて、

2011年８月より開始しております。これにより、ネット

ワークオーディオを今まで以上によい音で気軽に愉し

みたい、という世界中のお客様のご期待に確実に応える

ことができるようになったと自負しています。

　一方日本では、海外に比べると音楽配信サービスの

市場は未成熟ではあるものの、着実に拡大傾向にありま

す。こうした市場に積極的に対応するため、例えば、イン

ターネット経由でクリアなラジオ聴取が可能な「radiko.

jp」に対応した製品をいち早く投入しています。

　このような音楽配信サービスは国や地域によって異

なり、欧州では人気を博しているサービスであっても、

日本では利用できない場合もあります。私たちはこう

いった地域性を勘案した製品企画とマーケティング戦

略が重要であると考えており、市場分析に裏付けられた

製品戦略やブランディングのもと、地域性に合う柔軟な

製品展開を行っています。このような柔軟な製品展開を

推進できるのは、綿密な製品戦略に応えることができる

高い技術力があってこそだといえます。

ネットワークオーディオの
今後の製品戦略

　オンキヨーはAVアンプ・AVレシーバー以外にもミニ

コンポなど自社製品群にひろくネットワークの要素を

付加することで、ネットワークオーディオのマーケット

を大きくしていきたいと考えています。また、取り上げ

ていくサービスについても慎重かつ大胆な検討が必要

です。次々と新たなサービスが生み出されていますが、

洗練されていくのはその一部に過ぎません。市場の激し

い変化の中でトレンドをしっかり把握し、適切に選択す

ることが重要です。

　今後も幅広い顧客層を獲得していくためにお客様の

声を聞き、それぞれのライフスタイルに合った製品を提

供していくとともに、市場に登場する新サービスの動向

をいち早くキャッチしてオンキヨー製品に対応させて

いきます。

　今後とも、より手軽によい音と出会い、音楽の世界を

もっと、もっと広げていただくための製品やサービスを

世界中のひとびとに提供し続けてまいります。

世界とつながる、高品位な音を実現 ―――
音の世界をさらに広げる製品を創造し続けます。

企画マーケティング部 マーケティング課長

柏井 雅博
かしわ  い　　 まさ   ひろ

INTERVIEW

成長戦略

インタビュー

※「Spotify」は平成23年9月30日現在日本では配信を開始していません。

TX-NA609
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事業の概況CSR / お知らせ

2011年3月11日に発生しました東日本大震災につきまし
て、被災された多くの皆様に心よりお見舞い申し上げると
ともに一日も早い復興をお祈りいたします。
この度の地震によって被災された方々に対し、オンキヨーグ
ループでは支援を行うとともに、「オンキヨーグループだか
らこそできる支援を」と考え、点字プリンターとPCを市役所
や社会福祉協議会等の団体へ寄贈させていただきました。
こうした各団体への寄贈とは別に、視覚障がいをもつ個人
の方々にも、音声読み上げソフトがインストールされたPC

を7月以降寄贈させていただきました。今後もオンキヨーグ
ループの活動の特性を活かして被災地の復興に貢献するべ
く努めてまいります。

現本社社屋（大阪府寝屋川市）の老朽化が進むとと
もに、業務拡大に伴い人員数が増加し本社が手狭
でもあるため、本社機能の強化および業務の効率
化を図るべく、本社の土地・建物の一部を譲渡し、本
社を移転することといたしました。

国内市場では、震災の影響による消費低迷
や、電力不足によるエコ家電への関心の高
まりと平成23年7月に実施されたデジタル
放送への移行に伴う薄型テレビへの消費集
中により、AV製品の販売は苦戦を強いられ
ました。また、海外市場では円高による目減
りはあったものの、現地通貨ベースでの売
上高は堅調に推移した結果、AV事業の売上
高は145億11百万円、セグメント損益は8億

37百万円の利益となりました。

PC事業につきましては、製品の絞り込み
と法人向け需要を新規開拓するために、ス
レートPCに専用アプリケーションを組み
込み、法人のお客様へ提案するなど、法人
営業の強化等の構造改革に取り組んでお
ります。
当累計期間におけるPC事業の売上高は21

億6百万円、セグメント損益は6億87百万円
の損失となりました。

OEM事業につきましては、震災の影響によ
る車載向けスピーカーの生産調整等はあっ
たものの、当累計期間の後半には生産は回
復傾向に転じました。しかしながら、鉄、銅、
原油等の基礎材料価格の高騰に加え、軽量
スピーカーのマグネット材料に不可欠なレ
アアースの異常な価格高騰等が製造原価
を大幅に押し上げた結果、売上高は33億35

百万円、セグメント損益は6億14百万円の損
失となりました。

AV事業 OEM事業PC事業

REVIEW OF OPERATIONS

AV事業
14,511百万円
（69.4％）

OEM事業
3,335百万円
（16.0％）

その他
956百万円
（4.6％）

PC事業
2,106百万円
（10.0％）

連結売上高

百万円
20,909

当累計期間における国内経済は、記録的円高による企業活動への
影響が懸念されるなか、個人消費は依然として低迷した状況が継
続しています。また、先進諸国の景気減速傾向がみられるなど、当
社グループを取り巻く経営環境は厳しいものとなりました。この
ような経営環境の下、当社グループ固有の基幹技術の開発と主要
顧客に軸足を置く一方で、新たな市場の開拓と顧客の獲得に果敢
にチャレンジしております。
当累計期間における連結売上高は、円高による海外売上の目減り
などにより209億9百万円となりました。また、営業損失は13億78

百万円となりました。

（平成23年4月1日〜平成23年9月30日）

亘理町社会福祉協議会内
点字の会「てん花」

東松島市役所
「蔵しっくパークふれあい情報センター」

事業別売上高構成比

事業別概況

CSR / INFORMATION

東日本大震災復興支援活動

被災地に点字プリンターとPCを寄贈いたしました

本社移転のお知らせ

移転先住所
名 称
業務開始予定日

大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-22

北浜中央ビル
平成24年3月5日

移転概要
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（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23年9月30日現在

前期末
平成23年3月31日現在

資産の部

流動資産 20,755 24,906

現金及び預金 7,790 10,571

受取手形及び売掛金 7,055 9,022

たな卸資産 4,942 4,477

その他 967 834

固定資産    7,669 8,394

有形固定資産    5,505 6,091

建物及び構築物 1,354 1,396

土地 3,193 3,881

その他 957 813

無形固定資産 258 313

投資その他の資産 1,905 1,989

資産合計 28,424 33,300

科　目 当第2四半期末
平成23年9月30日現在

前期末
平成23年3月31日現在

負債、純資産の部

流動負債 13,920 15,194

支払手形及び買掛金 7,094 7,234

短期借入金 2,620 3,381

その他 4,205 4,578

固定負債 10,656 11,903

長期借入金 6,893 7,698

その他 3,763 4,204

負債合計 24,577 27,097

株主資本 4,144 6,078

資本金 1,866 1,866

資本剰余金 1,470 1,470

利益剰余金 860 2,794

自己株式 △ 52 △ 52

その他の包括利益累計額 △ 354 68

その他有価証券評価差額金 △ 7 △ 14

繰延ヘッジ損益 △ 34 －

土地再評価差額金 642 1,050

為替換算調整勘定 △  954 △ 967

少数株主持分 56 55

純資産合計 3,847 6,202

負債、純資産合計 28,424 33,300

（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23年4月 1 日から
平成23年9月30日まで

前第2四半期（累計）
平成22年4月 1 日から
平成22年9月30日まで

売上高 20,909 23,949

売上原価 16,035 17,551

売上総利益 4,874 6,398

販売費及び一般管理費 6,253 6,749

営業損失（△） △ 1,378 △ 351

営業外収益 297 645

営業外費用 779 977

経常損失（△） △ 1,861 △ 683

特別利益 127 45

特別損失 830 301

税金等調整前四半期純損失（△） △ 2,564 △ 939

法人税、住民税及び事業税 47 64

法人税等調整額 △ 275 △ 86

少数株主利益
又は少数株主損失（△） 1 △ 8

四半期純損失（△） △ 2,336 △ 908

科　目 当第2四半期（累計）
平成23年4月 1 日から
平成23年9月30日まで

前第2四半期（累計）
平成22年4月 1 日から
平成22年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 709 608

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 683 △ 263

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,581 △ 2,589

現金及び現金同等物に係る換算差額 194 △ 193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 2,780 △ 2,438

現金及び現金同等物の期首残高 10,571 8,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,790 6,248

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

本報告書は四半期報告書の数値、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。

四半期連結損益計算書
 特別損失について
譲渡予定の固定資産（現本社所在地の不動産）を売却予定金額相
当額まで減額したことにより発生した特別損失814百万円を計
上しております。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書
 財務活動によるキャッシュ・フローについて
財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、主に借入金の返済
によるものです。

四半期連結財務諸表 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



第1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
たご意見は今後の経営・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。

年齢構成 性別分布

30歳～39歳
15.4%

40歳～49歳
16.7%

～29歳
7.9%

回答なし
7.0%

60歳～69歳
17.5%

70歳～
21.7%

男性
83.3%

女性
12.9%

回答なし
3.8%

50歳～59歳
13.8%
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79.2%
16.7%

2.5%
4.2%
5.8%

長期保有
買い増し

一部売却
その他

全部売却

30.8%

37.5%

12.1%

31.7%

4.6%

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

会社説明会の開催

ビジネスレポートなど印刷物の充実

その他

33.8%
30.8%

45.8%

37.9%

経営方針

株主優待

新製品情報
42.1%業績の説明

46.7%
40.0%

22.1%
18.8%

15.4%

新製品紹介・トピックス（P5～6）
事業の概況（P5～6）

トップメッセージ（P1～2）
株式の状況（P9）

連結財務諸表（P7～8）

新技術情報

 当社株式についての方針

 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
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/

（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）

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．事業案内（P1）　３．トップメッセージ（P2）　
４．インタビュー（P3～4）　５．CSR/お知らせ（P5）　６．事業の概況（P6）　
７．四半期連結財務諸表（P7～8）　８．会社概要（P9）　
９．株式の状況（P9）　10.アンケート結果のご報告（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。

ア ン ケ ー ト の お 願 い会社概要 株式の状況 アンケート結果のご報告STOCK INFORMATION STOCKHOLDERS VOICECORPORATE PROFILE

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

オーエス・ホールディング株式会社 17,258 36.39

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 680 1.44

※持株比率は自己株式（399,448株）を控除して計算しております。

 商 号
 設 立
 本 社

 資 本 金
 連結従業員数
 連結子会社
国内：オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社、オンキヨー

デジタルソリューションズ株式会社、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、オンキヨーマーケティングジャパン株式会社、
オンキヨートレーディング株式会社、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 . C O R P O R A T I O N、O N K Y O E U R O P E 
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、安橋（上海）商貿有限公司

 持分法適用関連会社
国内：プラス産業株式会社、株式会社CO3、DO株式会社
海外：S&O ELECTRONICS（MALAYSIA）SDN.BHD.、

ONKYO-INVENTA（HONG KONG）CO.,LTD.、
天津英安達科技有限公司

オンキヨー株式会社

2010年10月1日
大阪本社
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2番1号

1,866,531,000円

2,624人

 事 業 所 東京オフィス、開発技術センター

 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 11,257 名
 大株主

その他国内法人
128名

20,208,011株
42.25％

自己名義株式
1名
399,448株
0.84％

政府・地方公共団体
1名
869株
0.00％

証券会社
20名

662,190株
1.38％

外国人
27名

233,006株
0.49％

金融機関
6名

1,622,300株
3.39％

個人・その他
11,074名
24,703,841株
51.65％

100単元以上
410名
7,175,221株
15.00％

5単元以上
910名
630,506株
1.32％

10単元以上
2,410名
4,470,332株
9.35％

50単元以上
409名
2,622,520株
5.48％

500単元以上
22名
1,419,575株
2.97％

1単元未満
3,130名

230,766株
0.48％

1,000単元以上
18名

3,919,583株
8.19％

5,000単元以上
7名

26,127,337株
54.63％

自己名義株式
1名

399,448株
0.84％

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
3,940名

834,377株
1.74％

（平成23年9月30日現在） （平成23年9月30日現在）
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差出有効期間
平成 2 4年 3月
31日まで
（切手不要）

寝屋川支店
承 認

料金受取人払郵便

大阪府寝屋川市日新町2番1号

オンキヨー株式会社
総務・人事部  株主アンケート係行

328

キ
リ
ト
リ
線

5 7 2 8 7 9 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。）

株主メモ

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
（郵便物ご送付先）

（電話ご照会先）

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。
三菱UFJ信託銀行株式会社
〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
TEL. 0120-094-777（通話料無料）
（受付時間：土・日・祝祭日を除く平日 9：00～17：00）

・未受領の配当金について
三菱UFJ信託銀行の本支店でお支払いいたします。

・株式に関する住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお手
続きについて
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。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
式会社にお申し出ください。
（郵便物ご送付先）　〒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　証券代行事務センター

（電話ご照会先）　 　TEL. 0120-78-2031（通話料無料）

〒572-8540
大阪府寝屋川市日新町2番1号
TEL : 072-831-8000（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。

●iTunesは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
●SpotifyはSpotify Limitedの商標または登録商標です。
●AUPEO!はAUPEO GmbHの商標または登録商標です。
●radiko.jpは株式会社radikoの商標または登録商標です。
●その他の各社名および製品・サービスの名称・ロゴは各社の商標または登録商標です。


