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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、主力のミニコンポFRシリーズの新製品やサウンド
バーSBT-100等の市場投入を行った結果、売上高は27億18百万円となりまし
た。また、海外市場におきましては、欧州市場は低迷いたしましたが米国市場が
堅調に推移したことや円安による為替の影響などにより、売上高は98億77百
万円となりました。以上の結果、AV事業の売上高は125億96百万円となり、セ
グメント損益は1億95百万円の利益となりました。

OEM事業における売上高は、車載用スピーカーが堅調に推移したこと等によ
り、43億53百万円となりました。また、セグメント損益は中国への生産移管に
よる原価低減効果などが寄与したこと等により、4百万円の利益となりました。

AV事業
12,596百万円
（73.7％）

OEM事業
4,353百万円
（25.5％）

その他
141百万円
（0.8％）

連結売上高

百万円
17,091

　当累計期間における当社を取り巻く国内の環境は、海外メーカーとの熾烈な競争
とテレビを含めたデジタル家電の消費低迷が継続しており、極めて厳しい事業環境
が続いております。世界経済におきましては、米国での景気回復がゆるやかに進む一
方、欧州においては依然として景気が好転する大きな動きがない中で、中国や新興国
の景気は減速気味で推移を続けております。このような事業環境の下、最新機能を搭
載したＡＶレシーバー等の高付加価値製品を市場投入する一方、ライフスタイルの
変化に対応した製品の市場投入や音楽の入口から出口まで一貫したハイレゾ※対応
等により、新たな顧客の創造に取り組んでおります。 

　第2四半期連結会計期間としては、売上高につきましては170億91百万円となり
前年同期比11億54百万円増収となりましたが、欧州市場での販売低迷に伴う販売
価格の下落などにより、営業損失は8億24百万円となりました。
※ハイレゾリューションの略称で、PCM24bit、あるいはDSD1bitなどの、CDを圧倒的に上回る情報量を持つ
音楽データです。

事業別売上高構成比

REVIEW OF OPERATIONS

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。

2013年度上期におきましては、事業責任の明確化や事業拡大
に向けた取り組みを加速させるべく、新しい組織体制をスタート
いたしました。

当社の経営理念である「VALUE CREATION」に基づき、
新しい組織体制ではＢＢ事業（ブランドビジネス事業）にて当社
のブランド価値をより一層向上させ、Ｂ２Ｂ事業（Business to 
Business事業）にてオーディオ製品の枠を超えた事業展開を
行い、より多くの方々に新しい価値を提供してまいります。この
組織体制の変更により、各事業をより一層深化させ、組織、製品
共に質を向上させてまいります。

今後も当社の価値向上を目指し、お客様の人生をより豊かに
する製品、サービスを提供してまいりますので、株主の皆様に
おかれましては、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。

枠の外へ
+something new〜

代表取締役社長 大
おお

朏
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 宗
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事業
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　まず、誠実にユーザーの声に耳を傾けることです。
ユーザーのいるところに直接赴く、またはSNS等のオ
ンラインを活用して、ユーザーの声をしっかりと受け
止めていかなければいけません。具体的には、オンキ
ヨー社内においては、販売の最前線である販売会社と本
社が、戦略や製品への市場評価などについて、密接にコ
ミュニケーションをとることが重要です。今後は世界中
のマーケティング、営業、企画担当が一堂に会し、オンキ
ヨーブランドの方向性について語り合えるような体制
を築いていきたいと思います。
　また、ギブソン社とのコラボレーションもブランド強
化にとって好材料です。ギブソン社の持つブランド力や
マーケティング力等を駆使して、連携効果をしっかりと
活用していくべきだと考えています。

　オンキヨーは、大きく飛躍するための分岐点にさし
かかっています。競争の激しいグローバル市場で
強いブランドになるために、「CUSTOMER VALUE 
CREATION」に焦点を当て、オンキヨーのさらなる
成長を見据えた戦略を立てていきたいと考えています。

2つあります。1つは、ハードウェアだけでなく、ソフト
ウェアやコンテンツも含めた技術革新を続け、ユーザー
のニーズに応えることです。当社のユーザーは当社の
ブランドに対して信用や期待を持っていただいていま
すが、今日ユーザーが製品に求めているものは「サプ
ライズ」です。そのため、単に技術力を高めるだけでは
なく、音楽を聴くという行為の中で、「より楽しい」、
「より快適な」といったユーザーエクスペリエンスを
提供しうるモノづくりを進めていくべきです。
　もう1つの方向性は、新しいカテゴリーやユーザー
へのチャレンジです。「音楽」というカテゴリーには
非常に多くのユーザーが潜在しています。しかし、当社
のユーザーというのはその中の一部でしかありません。
そこで、より多くの方に当社製品を楽しんでいただく
第一歩としてヘッドホンの販売を開始しました。モバ
イル機器の普及により、ヘッドホンを使用してどこでも
気軽に音楽を聞く楽しみ方が世界中で拡大しています。
ヘッドホンの販売により、今まで当社製品に触れること
のなかった人にもアプローチが出来ています。これは
オンキヨーにとって非常に大切な一歩です。今後も
新たなカテゴリーにチャレンジしていく中で、ヘッド
ホンで成功することは会社としても大きな成長の
きっかけになると考えています。

ユーザーとの対話を進め、
ブランド力のさらなる
強化に取り組みます。

ジェイソン・サウスト
Jason  Sau s t o
ブランドビジネス担当兼オンキヨーチャイナ取締役会長兼社長

取締役

　主に事業としては2つあり、まず当社の主力製品で
あるAVレシーバーはもちろん、ミニコンポやホーム
シアター製品などのオンキヨーブランド製品の販売。
もう1つはホームシアターなどを最適な環境で楽しんで
いただくための部屋をコンサルティングし、実際に設置
を行う「カスタムインストール」です。どちらの事業に
しても、今まで創り上げてきたオンキヨーブランドに

どのように付加価値をつけていけるかが重要なポイント
だと考えています。

　当社が過去70年近くにわたってユーザーに提供し
続けてきた価値を、時代にフィットした新たな価値に
進化させて提供することが重要です。方向性としては

オンキヨーブランド製品の販売と、
カスタムインストールが主な事業領域です。A1

オンキヨーの「ブランドビジネス事業」に
ついて説明をお願いします。Q1

２つの方向から、消費者のライフスタイル
変化に対応した製品・サービスを提供しな
ければなりません。

A2

「ブランドビジネス事業」として
今求められているものは何でしょうか。Q2

新たな成長に向かって、
さらなる発展を目指します。

ブランドビジネス担当取締役として、
メッセージをお願いします。

A4

Q4

ユーザーとはもちろん、社内でのオープン
なコミュニケーションが重要です。A3

グローバルな視点から見て、
「ブランドビジネス事業」を強化するには、
どうすべきでしょうか。

Q3

ブランドビジネス事業の方向性

ユーザーに新しいバリューを提供
～CUSTOMER VALUE CREATION～

技術力、マーケティング
力を駆使して

新しいカテゴリーへ
チャレンジして

技術力、マーケティング
力を駆使して

新しいカテゴリーへ
チャレンジして
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生産拠点は中国にあり、香港なども含めた中国語圏で
開発から製造までが行われています。そのため、この分
野で成長していくためには、技術力のみならずコスト
競争力も必要です。そのためには、開発から営業までを
現地で行う一気通貫型の体制が不可欠であり、その体制
構築の取り組みとして、中国を研究開発における重要
拠点と捉え、現地での人材教育を進め、開発から生産、
営業部門までをしっかりと強化していく予定です。

　まずは、技術力を維持するために、製造部門での世代
を超えた技術やノウハウの伝承が重要だと思います。
また、精神面として大切なのは、近年におけるAV市場
の変化について冷静な認識を持った上で、社員一人
ひとりが「オンキヨーは将来のために、何をすべきか」を
じっくりと考えていくことだと思います。そのためには
社内での「Face to Face」のコミュニケーションが大切
だと考えています。そこで、私は今後オンキヨーの営業、
開発、製造の各部門間の交流機会を今以上に増やし、
ブランド価値を創造、向上させていきます。

が、今以上に人・モノ・カネのバランスの良い体制とし、
効率的な投資をすることで、さらなる市場拡大と収益性
を向上させていきます。

 

 

 

 

　国内市場においては、自動車や遊技機関連など、製品
寿命が長く付加価値が高い分野を今後も大切に育てて
いきたいと思います。
　一方、海外市場においては、ライフサイクルが短い
タブレットやパソコン関連製品に搭載されるスピー
カーユニットの事業戦略が重要です。現在、これらタブ
レットやパソコン関連製品は一般的に開発拠点が台湾、

経営環境の変化に柔軟に対応し
いっそうの顧客獲得、
市場拡大に邁進します。

奥田 伸明
CTO兼B2B担当

取締役
おく   だ     のぶ  あき

「B2Bビジネス」の将来ビジョン

市場拡大
収益性向上

効率的な投資

人・モノ・カネの
バランスの良い体制

　スピーカーのユニットや他社ブランドのAV製品など
のOEM事業が、「B2B事業」の領域に入ります。一例
を挙げると、既に60年近い歴史のある自動車業界に
おける車載スピーカーの事業展開です。自動車関連事業
は厳しい品質基準を要求され、競合の新規参入が困難な

ため、「B2B事業」の確かな基盤になっています。
　また、遊技機やゲーム機関連へのスピーカーユニット
販売も「B2B事業」に含まれます。こういった市場は参入
するためのハードルが高く、顧客数が限られている一方
で、顧客動向がつかみやすいという日本独特の特徴が
あります。そのため、この分野もしっかりと事業の柱と
して維持していくつもりです。
　さらに、「B2B事業」の現在の目標は、各カテゴリー内
での柱となる顧客を増やし、事業規模を大きくすること
です。現体制下で事業拡大を続けても、売上を1.5～2倍
にし、収益性を向上させる余地はあると予想しています

自動車や遊技機業界などへの販売が
事業の柱です。A1

5月15日付の組織変更により誕生した
「B2B事業」についてご説明ください。Q1

付加価値を高めるとともに、コスト競争力
の向上にも注力したいと考えます。A2

国内外市場における「B2B事業」の競争力強
化について、考えをお聞かせください。Q2

全社的な共通認識のもと、ブランド価値の
創造に取り組んでいくべきだと思います。A3

B2B事業に限らず今後、オンキヨーが
盤石な経営基盤を維持し続けるには、
何が重要だと考えますか？

Q3
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（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25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

前第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

売上高 17,091 15,937

売上原価 13,216 12,084

売上総利益 3,874 3,852

販売費及び一般管理費 4,699 4,477

営業損失 △ 824 △ 624

営業外収益 162 36

営業外費用 652 296

経常損失 △ 1,315 △ 884

特別利益 - 159

特別損失 - 0

税金等調整前四半期純損失 △ 1,315 △ 725

法人税、住民税及び事業税 35 70

法人税等調整額 △ 151 29

少数株主損失 △ 146 △ 0

四半期純損失 △ 1,052 △ 824

※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。

財務諸表ワンポイント解説
● 売上高について
車載用スピーカーが好調に推移したことに加え、ヘッドホンや
サウンドバー等ライフスタイル系商品の市場投入が寄与し、売
上高は前年同四半期比 11億54百万円増収いたしました。

四半期連結財務諸表トピックス CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTSTOPICS

2013年9月末日時点に単元以上の当社株式を所有の株主様に、e-onkyo musicで使用可能なクーポンを株式数に応じて贈呈して
おります。お好みの曲でハイレゾ音源を是非体験してください！

昨今のテレビの大型化や薄型化などにより、テレビの画質に伴った高い
クオリティの音質を求める方が増えてまいりました。LSシリーズではそ
ういったテレビ周りの環境にフィットした音質をテレビ・映画・ゲーム・
音楽など様々な音源にて体感していただけます。また、独自の音場技術
「AURASPHERE」により、立体的な音場も体験いただけます。

LS-T10（B）

LS-B50（B）

株主優待にてハイレゾ音源体験可能！

LSシリーズ

科　目 当第2四半期末
平成25年9月30日現在

前期末
平成25年3月31日現在

資産の部

流動資産 18,539 17,874

固定資産    9,946 9,413

有形固定資産    4,524 4,484

無形固定資産 972 949

投資その他の資産 4,449 3,979

資産合計 28,485 27,287

負債、純資産の部

流動負債 16,971 16,887

固定負債 5,392 4,220

負債合計 22,364 21,107

株主資本 4,253 5,402

資本金 2,628 2,628

資本剰余金 2,232 2,232

利益剰余金 △ 553 594

自己株式 △ 52 △ 52

その他の包括利益累計額 1,419 274

その他有価証券評価差額金 561 465

繰延ヘッジ損益 7 △ 171

土地再評価差額金 318 316

為替換算調整勘定 532 △ 335

新株予約権 22 22

少数株主持分 424 479

純資産合計 6,121 6,179

負債純資産合計 28,485 27,287

国 内

国内外

四半期連結貸借対照表

当社は60年以上にわたり、より多くの人に感動へとつながる音をお届けしたい
という想いのもと、高品位なオーディオ製品をつくり続けてまいりました。
業界に先駆けてより魅力あふれる音で感動をお届けするために、ハイレゾ音源
配信サービス（入口）からアンプ・スピーカーなどハイレゾに対応した機器（出口）
までをご用意しております。

高品位な音楽再生に注力

当社子会社の運営するハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo 
music」では2005年にサービスを開始し配信楽曲数が
約25,000曲ございます。(2013年12月1日現在）

ヘッドホン
スマートフォン向け
アプリケーション

シアターパッケージ
ミニコンポ

音源から再生機器まで



71.4%

17.7%

4.8%

9.5%

買い増し
長期保有

その他 4.8%

一部売却
全部売却

33.7%

38.4%

12.2%

36.4%

4.8%

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

ホームページの情報充実

その他
会社説明会の開催

35.7%

33.3%

21.4%

21.1%

19.4%

特集 スペシャル対談（P3～6）
事業の概況（P2）
トピックス（P7）

トップメッセージ（P1）
連結財務諸表（P8）

31.0%

29.9%

51.0%

40.1%

業績の説明

経営方針
新製品情報

42.2%

株主優待

新技術情報
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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

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）

（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。

■ よろしければ性別・年齢をご回答ください
性別　 男  ・  女　　年齢（　　　　）才

■ 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  取締役インタビュー（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．株式の概況（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

STOCKHOLDERS VOICEアンケート結果のご報告

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

オーエス・ホールディング株式会社 17,258,000 28.06

ギブソン ブランズ インク 8,240,200 13.40

ティアック株式会社 5,833,300 9.48

大朏直人 4,000,000 6.50

シークス株式会社 2,000,000 3.25

※持株比率は自己株式（400,983株）を控除して計算しております。

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 11,060 名

商 号 オンキヨー株式会社
設 立 2010年10月 1日
本 社 大阪市中央区北浜二丁目 2番22号
資 本 金 2,628,539,000円
連 結 従 業 員 数 1,852名 

所有株式数別
分布状況

所有者別
株式分布状況

外国人
27名

9,063,906株
14.64％

証券会社
23名

660,103株
1.07%

金融機関
6名

2,063,700株
3.33%

自己名義株式
1名
400,983株
0.65％

個人・その他
10,887名
23,512,578株
37.98％その他国内法人

116名
26,201,895株

42.33%

1単元未満
2,913名

210,951株
0.34％

1単元以上
4,333名

836,948株
1.35%

1,000単元以上
15名

3,348,600株
5.41%

5,000単元以上
11名

41,775,437株
67.49%

自己名義株式
1名

400,983株
0.65%

100単元以上
359名
6,409,785株
10.35%

10単元以上
2,189名
3,996,495株
6.46%

50単元以上
379名
2,422,743株
3.91%

500単元以上
30名
1,938,735株
3.13%

5単元以上
830名
562,488株
0.91%

（平成25年 9 月30日現在） （平成25年 9 月30日現在） 第 3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
15.6%

40歳～49歳
20.1%

～29歳
7.9%

回答なし
4.4%

60歳～69歳
19.0%

70歳～
19.0%

男性
79.3%

女性
19.4%

回答なし
1.4%

50歳～59歳
14.0%

STOCK INFORMATIONCORPORATE PROFILE会社概要 株式の概況

　事業所

東京オフィス、オンキヨー技術センター

　 大 株 主

　 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、
オンキヨークリエーション株式会社

海　外
Onkyo Asia Electronics Sdn.Bhd.、Onkyo Europe 
Electronics GmbH、Onkyo China Ltd.、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CO3、ティアックオンキヨーソリューション
ズ株式会社

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

ア ン ケ ー ト の お 願 い



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 26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

4941
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5 4 1 8 7 9 0 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。

●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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