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株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご支援を賜り誠に
ありがとうございます。

2012年度上期におきましても、当社グループを取り巻く事業環境は
依然として厳しい状況でありました。このような事業環境の下、当社
グループは他社との協業体制を強め、損益改善を図るとともに当社
グループの「いい音」をより多くの人々へ体験していただくべく、その
取り組みを加速させてまいりました。

近年、音楽や映像の世界は進化を続けており、特に高品位な音に
対する関心が高まっております。当社グループはそのようなニーズに
対して、製品とサービスの両面から提案を続けており、今後も市場の
ニーズに応えるべく挑戦を続けてまいります。
また、経営体制につきましても、新たに社外取締役 2 名を当社へ
迎えたことにより、更なるコーポレート・ガバナンスの強化やイノベー
ションの加速、企業価値の向上を実現できるものと考えております。

オンキヨーが、皆様と音楽の懸け橋となるような魅力的なブランドで
あり続けるため、今後も挑戦を続けてまいりますので、株主の皆様
には今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

未来への挑戦
Facing the Challenges, Taking the Chances

大 朏  宗 徳代表取締役社長
おお  つき    むね  のり

❶ ❷

TOP MESSAGEトップメッセージ 事業の概況

事業別概況

国内市場におきましては、薄型テレビの需要低迷が続き、ホームシアター製
品が苦戦を強いられましたが、主力のミニコンポが堅調に推移した結果、売
上高は25億87百万円となりました。また、海外市場におきましては、米国
の販売子会社が持分法適用関連会社となったことにより、売上高は90億58

百万円となりました。以上の結果、AV事業の売上高は116億46百万円となり
ました。また、セグメント損益は 4億42百万円の利益となりました。

前年同期は震災の影響による車載向けスピーカーの生産調整等により売上高
が落ち込みましたが、当累計期間におきましては通常どおりの生産状況に回復
したことにより、売上高は38億42百万円となりました。また、セグメント損益
はレアアースの価格高騰分の販売価格調整が完了したこと等により、1億36

百万円の損失にとどまりました。

AV事業
11,646百万円
（73.1％）

OEM事業
3,842百万円
（24.1％）

その他
448百万円
（2.8％）

連結売上高

百万円
15,937

当累計期間における当社を取り巻く国内の環境は、長期化する円高の影響に加えて、
アジア周辺国家との関係悪化により景気の先行きが見通せない状況となっており、
消費が低迷する状況が継続しています。海外におきましても、高い経済成長率を
維持してきた新興国の景気が減速傾向にあります。このような事業環境の下、製品に
対する付加価値の更なる向上を目指すとともに、エコに貢献する製品開発への
取り組みも積極的に推進しております。また、新たな市場の開拓と顧客の獲得に果敢
にチャレンジするべく、他社との協業を進め、ブランド価値の向上やシナジー効果
創出に鋭意取り組んでおります。
第 2四半期連結会計期間としては営業利益、経常利益ともに黒字化を達成すること
ができ、当累計期間の業績は次のとおり改善いたしました。売上高につきましては、
子会社の持分法適用関連会社化等により減収となり159億37百万円となりましたが、
営業損失は 6億24百万円にとどまり、前年同期比 7億54百万円の改善となりました。

事業別売上高構成比

REVIEW OF OPERATIONS
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の追求に取り組んでいます。チームで最高のものを作ろ
うとし、品質の追求というオーディオにかける熱心
さがあります。それが素晴らしい。オンキヨーの強み
はエクセレンスに対する追求心です。この追求心こ
そが業界でのオンキヨーの優位性を創り上げたので
す。

　オンキヨーには、ものづくりの精神があらゆる場面
に満ちています。これは誇るべき企業文化です。ただ
し、これからも卓越した企業として成長していくため
には、少しだけ意識してほしいと思う点があります。そ
れは、この企業文化をどのように成長へのエネルギー
へ変え、組織の強みとして活かせるように育てていく
かということです。
　私も、大朏社長をはじめ経営陣、同じく社外取締役の
吉田氏とともに、株主の皆様がワクワクするような
積極的な試みにチャレンジしていきたいと考えていま
す。これらの取り組みが将来の収益性、企業価値の向上
をもたらすものと確信しています。これからも株主の
皆様に、興味が持てるニュースをお届けしていきたい
と思います。

　私はオンキヨー製品と密接に関わってきました。
ビジネスの中でオンキヨーと関わりを持つずっと以前
から、私の家にはオンキヨーのAVレシーバーがあった
のです。そのような私がオンキヨーに貢献できるポイ
ントは 2つあると思います。

　 1つ目のポイントは、ブランドマーケティングという
視点からのサポートです。私はブランドというものが
人々にとってどのような意味を持っているのか、という
点についてよく理解していますし、ブランドビジネスを
どのように展開していくべきかについても知っていま
す。近年、家電製品のコモディティ化が進んでいますが、
オンキヨーは強いブランド力を持っています。私はブラ
ンドマーケティングをサポートすることでオンキヨー
に貢献できると考えています。
　2つ目のポイントは、私のエンジニアとしての背景を
活かしたサポートです。私が代表者を務めるギブソン

ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ
Henry  E .  J u s zk i ew i c z
Gibson Guitar Corp.
代表取締役会長 CEO

❸ ❹

は研究開発力が高く、常に革新的な技術に挑戦して
います。このような経験や知識をオンキヨーに持ち
込むことで、オンキヨーが新しい方向性を見出し、
競争力の獲得につなげていけるのではないかと考え
ます。
　オンキヨーはAV機器メーカーの中でリーダー企業と
しての地位を堅持し、今では世界中でブランドを確立
しています。さらに社外取締役となって近くから見る
ようになると、大朏社長のリーダーシップのもと経営陣
がチームワークを発揮して、大きな強みであるブランド
力をさらに伸ばすために積極的に取り組んでいること
が分かります。これから私もその一員として、力を発揮
したいと考えています。

　ある時、オンキヨーの競合企業の開発担当者からこ
んな話を聞きました。
　「徹底的にオンキヨー製品を分解、分析してみたら、
細部にまで作りこまれていたので驚いた。これは真似
できないよ。」というのです。競合企業はどうすれば
コストカットできるかを考えて製品を作っていますが、
オンキヨーはそれだけではなく、こだわりを持って品質

社外取締役

SPECIAL INTERVIEW

ブランドマーケティングと
技術開発の両側から
オンキヨーに全面協力します。

特集 社外取締役スペシャルインタビュー

エンジニアとしての背景を活かすと
ともに、ブランド力の向上に努めます。A1

社外取締役として、どのようにオンキヨーの
ビジネスに貢献していこうとお考えですか?Q1 エクセレンスを追求し続ける

姿勢こそ、オンキヨーの強みです。A2

オンキヨーの強みはどこにあると
思われますか?Q2

独自の企業文化の深化を図り、
差別化の武器として活用してほしい。A3

オンキヨーの強みを活かすため、今後
取り組むべき課題は何だとお考えですか?Q3
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　今後、成長へ向けた戦略の核となるのは、ブランド
力の更なる強化だと考えます。オンキヨーが何を目指
し、どのようなユーザー体験を実現するのかという

ブランド育成の方向性をしっかりと見据えながら、継
続的な投資を行っていくことが重要です。
　今、環境変化というのはすべての業界で起こってお
り、オンキヨーが直面している変化は「音楽を楽しむ」と
いうことに関して、様々な方法が増えているということ
です。レコードからCD、さらにインターネットによる
音楽配信という一連のテクノロジーの進化により音楽
の聴き方の主役に世代交代が起こっています。今後は
技術、製品、サービスを通じたユーザー体験というもの
が魅力的で新しいものでなければなりません。

　社外取締役としてオンキヨーの未来や可能性を語る
こと、これが私にとってのひとつの役割です。オンキヨー
がこれからどこへ向かって、何を実現させていこうと
しているのか、というビジョンをこれまでよりも一層
明確に伝えようと考えています。
　また、企業にとってカルチャーというものは非常に重要
な要素のひとつです。組織の全員が未来へのビジョンを
共有しながら、若い技術者・営業担当者たちが前進し、
管理職・経営陣が若い力を応援していく。若い力を
存分に世界へ発信していく、そのような企業カルチャー
を作り上げていくことができれば、未来への可能性が
広がると考えています。
　私は、オンキヨーとステークホルダーの皆様の未来の
ために、株主、経営陣、社員の三者が互いにオープンに
意見を出し合うための土台作りをお手伝いしたいと
考えています。株主の皆様には、オンキヨーの成長の
方向性や成長戦略などを、より明確に伝えてまいります。
　未だ厳しい事業環境ではありますが、エネルギーを
持って邁進し、株主の皆様に「なるほど、オンキヨーは
変わったな。」と感じ取っていただけるよう、経営陣と
ともに社外取締役として取り組んでまいります。

　オンキヨーは、非常に早い時期からネットワークの
価値に気づき、コンピュータ技術を自社製品に活かす
ことを考え、果敢にチャレンジを続けてきた企業です。
もう何年も前から、今までにない付加価値を備えた
製品を創造するために試行錯誤を重ねてきました。
　そして、多様な技術を結集させて、オンキヨーならで
はの魅力を持ったパソコンの商品化をスタートさせ
ました。また、独自の技術を駆使して新たなデジタル
オーディオボードを作り、パソコンの基盤に搭載しま
した。この時目指したのは、新しいパソコンを作ること
だけではなく、むしろ新しい音楽の楽しみ方を創造す
ることでした。
　新しい音楽の楽しみ方を追求したひとつの形として、
オンキヨーは高品質音楽配信サービスで質の高い楽曲
を提供するという優れたユーザー体験をネットワーク
の環境でいち早く展開してきました。すなわち、CDを
はるかに上回る情報を持つ原音に近いクオリティの
音源をインターネットで配信するサービスです。オン
キヨーの「いい音」への追求が、このようなめざましい成
果に結びついたのです。今後も引き続き、魅力的で新しい
ユーザー体験をグローバルに広げていくことでしょう。

SPECIAL INTERVIEW

吉 田  和 正
インテル株式会社
代表取締役社長

社外取締役
よし     だ       かず  　まさ

❺

いかなる市場環境にあっても
企業価値を高め、更なる進化を
遂げるための助力を続けてまいります。

特集 社外取締役スペシャルインタビュー

強みはブランド力、品揃えの充実、
優れたコア技術の 3つです。A1

オンキヨーの強みはどこにあると
思われますか?また、将来どのような強みを
育てていくべきとお考えですか?

Q1

新たな音楽の楽しみ方を追求する
姿勢や挑戦は評価に値します。A2

オンキヨーの「音楽とネットワークの新たな
融合」について、ご意見をお願いします。Q2

変わり続けるオンキヨーを支える
新しい力になります。A3

社外取締役としての、
抱負をお聞かせください。Q3



海外
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四半期連結貸借対照表

科　目 当第2四半期末
平成24年9月30日現在

前期末
平成24年3月31日現在

資産の部

流動資産 15,677 22,299

固定資産    8,307 8,241

有形固定資産    4,581 4,638

無形固定資産 657 257

投資その他の資産 3,067 3,345

資産合計 23,985 30,541

負債、純資産の部

流動負債 14,317 16,509

固定負債 6,312 9,584

負債合計 20,630 26,094

株主資本 4,140 4,965

資本金 2,628 2,628

資本剰余金 2,232 2,232

利益剰余金 △ 667 157

自己株式 △ 52 △ 52

その他の包括利益累計額 △ 864 △ 597

新株予約権 22 22

少数株主持分 55 56

純資産合計 3,355 4,447

負債純資産合計 23,985 30,541

（単位：百万円）（単位：百万円） 四半期連結損益計算書

科　目 当第2四半期（累計）
平成24年4月 1 日から
平成24年9月30日まで

前第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

売上高 15,937 20,909

売上原価 12,084 16,035

売上総利益 3,852 4,874

販売費及び一般管理費 4,477 6,253

営業損失 △ 624 △ 1,378

営業外収益 36 297

営業外費用 296 779

経常損失 △ 884 △ 1,861

特別利益 159 127

特別損失 0 830

税金等調整前四半期純損失 △ 725 △ 2,564

法人税、住民税及び事業税 70 47

法人税等調整額 29 △ 275

少数株主利益又は損失（△） △ 0 1

四半期純損失 △ 824 △ 2,336

※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
 売上高について
PC事業子会社および米国販売子会社が持分法適用関連会社と
なったこと等により、減少しました。
 経常損益について
円高に対応した製品価格の調整とレアアース等原材料価格の安
定等により、経常損益は前年同期比 9億76百万円改善しました。

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

❼ ❽

2005年にサービスを開始した国内屈指の高品質音楽配信サイト。
2012年にはワーナーミュージック、ビクタースタジオ、ユニバーサルミュージックなど多数の名盤を抱える
メジャーレーベルのハイレゾ音源配信を開始いたしました。ロックやポップスからジャズ、クラシックまでをカバー
する幅広い品揃えと高まる認知度を活かし、今後も業界をリードする積極的なサービス展開を進めてまいります。

TX-NR5010は独自の最新技術を搭載しているほか、高品位音源DSDなどのハイレ
ゾ音源の再生に対応しており、その卓越した技術に対する賞を獲得するなど高い評
価を得ております。また、TX-NR5010を最大限まで活かす機能を搭載したD-509シ
リーズと組み合わせることで、新たな音楽の楽しみ方を提案いたしました。
音の入り口（音源）から出口（スピーカー）までを一貫して提供する当社ならではの価
値提案を行っております。

CS-245は海外市場の多様なニーズに対応するため、豊富なカラーバリエーションで展開してお
ります。また、iPodドックやUSBメモリー楽曲再生など、その優れた機能性は海外市場において
認められております。後継機種であるCS-245BTでは、Bluetoothを搭載しワイヤレス音楽再生に
標準対応するなど、急速に変化する音楽再生環境を意識した戦略的な取り組みを続けております。

複数の推奨スピーカーを提案することで、ユーザーが好みに合わせて最適な組み
合せを選択できるシリーズ展開を行っております。機能面では、当社のネットワーク
オーディオへの強みを活かすことで、コンパクトシステムでありながら他社の追随
を許さないネットワーク再生機能を実現し、各所から高い評価を得ております。
機能性や妥協ない音質だけでなく、新たな販売展開による新規顧客創造に取り組ん
でおります。

D-509シリーズ

CS-245

CR-N755 D-112EXT

D-55EX

D-055

TX-NR5010

e-onkyo music

TX-NR5010、D-509シリーズ
AVレシーバー、シアタースピーカーシステム

CS-245
Hi-Fi ミニシステム

CR-N755
ネットワークCDレシーバー

TOPICSトピックス 四半期連結財務諸表

国内



74.2%

16.7%

6.0%

7.1%

買い増し
長期保有

全部売却 5.2%

その他
一部売却

30.2%

42.1%

10.3%

34.5%

4.0%

ビジネスレポートなど印刷物の充実
マスコミを活用した企業メッセージの発信

ホームページの情報充実

その他
会社説明会の開催

31.0%

30.6%

25.0%

24.2%

24.2%

各事業トピックス（P5）
特集 提携戦略（P3～4）

事業の概況（P2）
トップメッセージ（P1～2）
各事業の概況（P6）

32.5%

29.8%

48.0%

37.7%

業績の説明

新技術情報
新製品情報

37.7%

株主優待

経営方針

第 2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
17.5%

40歳～49歳
19.0%

～29歳
8.7%

回答なし
5.6%

60歳～69歳
16.3%

70歳～
18.2%

男性
82.1%

女性
15.9%

回答なし
2.0%

50歳～59歳
14.7%
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連結子会社

国　内
デジタル・アコースティック株式会社、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、
DO株式会社

海　外
Onkyo Asia Electronics Sdn.Bhd.、Onkyo Europe 
Electronics GmbH、Onkyo China Ltd.、広州安橋貿易有限
公司、広州安橋国光音響有限公司、安橋（上海）商貿有限公司、
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
オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社、プラス産業
株式会社、株式会社CO 3

海　外
Onkyo U.S.A. Corporation、S&O Electronics (Malaysia) 
Sdn.Bhd.、Flexi Acoustics Sdn.Bhd.、Moneual Onkyo 
Lifestyle Inc.

当社株式についての方針

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/

（複数回答）

当社IR活動内容への希望 （複数回答）

ビジネスレポート内容への期待 （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。

◎ 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．トップメッセージ（P１）　３．事業の概況（P２）
４．特集  社外取締役スペシャルインタビュー（P３～６）
５．トピックス（P７）　６．四半期連結財務諸表（P８）　７．会社概要（P９）
８．株式の状況（P９）　９．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。
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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。

アンケート項目

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 28.06

Gibson Guitar Corp. 8,240 13.40

ティアック株式会社 5,833 9.48

大朏直人 4,000 6.50

シークス株式会社 2,000 3.25

※持株比率は自己株式（399,853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

  オンキヨー株式会社
  2010年10月 1日
  大阪市中央区北浜二丁目 2番22号
   2,628,539,000円
  1,996名

事 業 所

東京オフィス、オンキヨー技術センター

発行可能株式総数 100,000,000 株
発行済株式の総数 61,903,165 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 11,405 名

所有株式数別
分布状況

所有者別
株式分布状況

外国人
26名

8,454,306株
13.66％

証券会社
20名

937,698株
1.51％

金融機関
7名

1,770,100株
2.86％

自己名義株式
1名
399,853株
0.65％

個人・その他
11,238名
24,182,888株
39.06％その他国内法人

113名
26,158,320株

42.26％

1単元未満
3,049名

223,484株
0.36％

1単元以上
4,163名

857,516株
1.39％

1,000単元以上
18名

3,994,739株
6.45％

5,000単元以上
9名

40,180,937株
64.91％

自己名義株式
1名

399,853株
0.65％

100単元以上
406名
6,937,889株
11.21％

10単元以上
2,446名
4,520,535株
7.30％

50単元以上
386名
2,445,223株
3.95％

500単元以上
27名
1,729,937株
2.79％

5単元以上
900名
613,052株
0.99％

（平成24年 9 月30日現在） （平成24年 9 月30日現在）
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郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 25年 3 月
31日まで
（切手不要）

大 阪 東 局
承 認

料金受取人払郵便

大阪市中央区北浜二丁目2番22号

オンキヨー株式会社
総務人事部  株主アンケート係行

2466
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5 4 1 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三井住友信託銀行株式会
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
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

（電話ご照会先）　 　TEL. 0120-782-031（通話料無料）
 （ 受付時間：土・日・祝祭日を除く
  平日 9：00～17：00　　　　　）

【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
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。
●Bluetoothは米国内におけるBluetooth SGI Incの商標または登録商標です。
●その他の各社の製品およびサービスの名称、それらのロゴは各社の商標または登録商標です。

〒541-0041
大阪市中央区北浜二丁目2番22号 （本社）
TEL : 06-6226-7343 （代表）

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