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株主の皆様におかれましては、平素よりご支援を賜り誠にあり
がとうございます。

第6期上期におきましては、当社グループとパイオニアグループの
ホームAV事業統合後の新体制で、本格的な事業がスタート
いたしました。

当社グループの主要事業でありますAV市場においては、依然
厳しい環境が続いておりますが、国内ではハイレゾ音源に対応
したオーディオ製品やポータブル製品の市場が大きく拡大して
おります。その勢いは海外にも波及を見せはじめ、常に音質に
こだわってきたオーディオメーカーにとって、追い風になっている
のは間違いありません。

めまぐるしく変化する市場においても、経営理念である「VALUE 
CREATION」に基づき、常に新しい音楽体験を提供するため
に、高性能で高品質な製品をお届けするという当社グループの
使命に変わりはありません。そして他社との協業を通じて、これまでに
ない新しい分野へ、これまでにないスピード感を持って事業を
推進してまいります。

新しい分野への果敢な挑戦

代表取締役社長 CEO 大
おお

朏
つき

 宗
むね

徳
のり

（平成27年 4月1日～平成27年 9月30日）

事業別概況

当累計期間の売上高はパイオニアブランドAV製品の売上の寄与等により、前年
同期比8,960百万円増収の19,797百万円となりました。一方、損益につきましては、
原価率が上昇したことに加え、オペレーションの最適化や統合のシナジー効果
を実現するための一時費用の増加等により、前年同期比727百万円減益の1,094
百万円のセグメント損失となりました。

AV事業
19,797百万円
（71.2％）

OEM事業
4,433百万円
（16.0％）

デジタルライフ事業
3,564百万円
（12.8％）

27,795
連結売上高

百万円

　当累計期間における世界経済は、ユーロ圏の経済はおおむね安定、米国の景気は堅調な
推移を続けています。一方、中国経済の減速により株価が不安定に乱高下する等、今後の
世界経済への影響が懸念されるとともに、国内経済については経済指標は改善してい
るものの、力強い消費の回復には至っていない不透明な状況となっています。
　このような事業環境の下、当社グループはパイオニアホームAV事業、電話機および
ヘッドホン関連事業の統合により、事業単位をAV事業、OEM事業および電話機・ヘッド
ホン等モバイルオーディオや音楽配信事業等の新ジャンルを統括するデジタルライフ
事業の3事業に組織再編を行いました。
　パイオニアブランドAV製品およびデジタルライフ製品の寄与により売上高は前年
同期比12,321百万円増収の27,795百万円となりました。一方、新製品の導入に伴う販売費
先行および統合に係る一時的なインフラ整備費用の計上、事業統合による生産体制の
整備に係る費用の増加等により、営業損益につきましては、前年同期比1,360百万円
減益の2,526百万円の営業損失となりました。

事業別売上高構成比

車載用スピーカーは堅調に推移しましたが、PC用のマイクロスピーカーやセンサー
の受注減等により当累計期間の売上高は前年同期比203百万円減収の4,433百万円
となりました。また、損益につきましては、センサーやサウンドシステム等の利益率
の高い製品の受注が減少したことにより、42百万円減収の208百万円のセグメント
損失となりました。

当累計期間の売上高は、電話機及びヘッドホンの販売に加えフィリップスブランド
製品の寄与により、3,564百万円となりました。一方、損益につきましては、円安ドル高
による製品原価の上昇に加え、販売店やユーザーから非常に高い期待を寄せられて
いるデジタルオーディオプレーヤーの開発費及びフィリップスブランド製品の新規市
場導入のための販売費の増加等により、262百万円のセグメント損失となりました。

事業の概況 REVIEW OF OPERATIONS

トップメッセージ

AV
事業

OEM
事業

デジタル
ライフ
事業

TOP MESSAGE   
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　私は40年にわたって、OEM業界の仕事を中心に携わっ
てきました。当社は長らくB to Cといわれるコンシューマー
向けビジネス(AV事業)を中心に事業を展開しておりますが、
当社の祖業であり、オーディオ再生の基礎でもあるスピー
カー事業を改めて強化することが結果としてAV事業にも良
い影響を及ぼすと考えています。スピーカー事業を強化し、
AV事業とB2B事業を車の両輪として走らせ、当社グループ
全体を発展させていくことが私の役割だと認識しています。

　また、事業全体の進捗状況を確認するには実績を「見え
る化」することが重要と考え、毎月の達成度を確認しなが
ら対策を講じています。9月には、大阪の拠点は営業部門も
すべて寝屋川の技術センターに集結し、より仕事がスムーズ
に進むような体制に変更しました。

　この何十年もの間、スピーカーの構造が変わらないという
ことは、音声再生技術というのはそれだけノウハウが必要と
されるからであり、非常に奥深いものです。スピーカー開発
には物理性能の向上だけではなく、音質の「好き嫌い」という
感覚に訴える部分も必要で、音創りにおいては特に当社の長年
のノウハウが活きてきます。振動板の素材から完成品まで
独自開発できるメーカーは世界でも少なく、当社はその強み
を最大限活かすことができます。オーディオ再生はもちろん、
音の分野はカフェやレストランといった屋内施設、大型遊戯
施設の屋外設備用や劇場などのステージ音響用スピーカーに
加え、アンプ、マイクなども含めたトータルなPA機器、さら
には防災用や超指向性スピーカーなど実に多彩に拡がって
おり、それぞれの用途別に求められる最適な音質、性能を
実現する必要があります。音創りのDNAを大切にして新しい
事業分野にも積極的に取り組むことで利益を生み出し、信頼
して支援いただける会社として成長させていきたいと思います。

ところです。その行動指針として「未来は自分で作る」
「有言実行する」という二つのスローガンを掲げています。

　B2B事業は、自分たちの思いだけではなく、最終的にそれ
をご使用いただくお客様の要望に沿う製品を提案しなければ
なりません。計画の策定時には、オーディオ以外も含め次に
参入できる分野を探し、一番効果のある製品ラインアップ
を作成しますが、実際の製品企画、開発から製品化まで
には数年というロングスパンで計画を立てて、着実に実行
することが必要です。もちろん既存事業を継続させ実行
していくことも重要です。そのために、これまで機能別で
あったB2B事業の組織を一本化しました。即断即決できる
機動性の高い組織として、また営業・技術・製造部門が一体に
なって事業を進めることのできる体制にしました。

　組織としてまとまってきたと感じており、事業面では従来
技術を応用して新開発したスピーカーシステムの出荷をこの
ほど開始しました。新規カテゴリ製品では具体的なライン
アップを描いて、種を撒き、芽が出はじめたところで、これ
から提案をしていこうという段階です。車やTV用、ヘッドホン
のドライバー用など、それぞれに求められる音はどういった
ものかを考えて素材から開発し、今話題のハイレゾ音源に
最適な製品はもちろん、新しいカテゴリの製品まで、音に
こだわった独自開発品を準備しています。特に夢の素材と
いわれているセルロースナノファイバーを採用した振動板の
開発に成功、順次新製品への展開を行っていきます。

　当社は、やはり「いい音を創る」というのが最大の強み
です。これは今後も変わることのない点だと思っています。
私自身が取り組んだのは、計画と実行に関する考え方を変える
こと。10年先にどうありたいのか、その目標値を設定し、
実現するためにどのような製品を開発し、どこにどれだけ
販売していくのか等を具体的な計画に落とし込むことから
はじめました。作り上げた長期的な計画に対して中期的に、
そして現在がどうであるべきかを考え、事業戦略を進めている

B2B事業※の今後を語る

INTERVIEW

原点である音へのこだわりと
多様な事業領域に迅速に対応する
盤石な体制を構築いたします。　

当社における取締役としての役割について
どのようにお考えでしょうか。

Q B2B事業を統括していく上で、当社グループの
強みといえる点、変えるべき点はどこでしょう。

Q

長期的な計画を実現するための具体的な
施策はどのようなものでしょうか。

Q

今後の新しい取り組みや事業展望について
お聞かせください。

Q

取締役  B2B本部長 宮田 幸雄

6月に新たに取締役に就任した宮田B2B本部長に、当社のB2B事業における戦略を伺いました。

※		B2B事業:車載用をはじめTVやPCのスピーカーユニットや各種相手先ブランドのオーディオ機器などを生産するOEM事業。

本部長就任から6か月が経過しました
進捗状況はいかがでしょうか。

Q

セルロースナノファイバー採用
振動板部品

出荷開始した業務用
スピーカーシステム
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土田／設計開発は河村さんの部門、企画は私の部門が担当しま
した。事業統合後の2日後である3月4日、すべてをReborn

（生まれ変わる）するという方針のもと発足した「Reborn 

Project」の一員として新製品開発に加わりました。
河村／年内の発売を目指していましたので、今までの1.5倍の開
発スピードが求められていました。従来オンキヨーでは企画構想か
ら生産まで約1年を要していましたので、今回のプロジェクトを実
現するために開発工程を根本的に見直すことからはじまりました。

土田／ハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」、いわゆる
音楽コンテンツビジネスをオンキヨーグループで行っていると
いうことが強みになり、DAPはハイレゾ音源の再生はもちろんの

こと、 周辺機器とネットワークでつなぐ「ブリッジ」の役割を
持つ製品として、ヘッドホンやスピーカー、さらにはオーディオ
機器とも連携して、あらゆる音楽再生環境に対応できるエコ
システムを構築することができます。これは新しいデジタル
ライフ市場を創出するもので、販売店の方々にもご賛同いた
だいているコンセプトです。
河村／オンキヨーグループとパイオニアホームAV事業が統合
するということで、インパクトのある製品を今年中に出したい
という、経営陣の強い想いも後押しになっていました。統合
効果をアピールするという点においても重要で、新しい手法で
これまで手掛けてこなかった製品を開発できたということは、
業界内でも注目を集める出来事になったと思います。

土田／スマートフォンで音楽を聴いている方が大多数な中、
DAPを購入していただくためには、まず現在の試聴環境の不

満を解消することが必要です。具体的にはメモリ容量、操作性、
再生時間などに加え、とりわけ音質については最高峰を目指
し、オーディオメーカーの矜持を示すことができるものとしまし
た。もちろん音質だけではなく、Androidベースでの動画や
ゲーム、今後の普及が予想される音楽ストリーミングサービス
など、新しい楽しみをご提供できる仕様としました。
河村／音質にこだわり、「これは!」と思う当社オリジナルの
アンプ回路が最初にできたものの、バッテリー消費量が多く再
生時間がとても短くなってしまったことから、実際の使用環境
に適した音質とバッテリー駆動時間の両立に苦労しました。こ
れだけオーディオ再生の性能や機能に優れた製品ですので、
ハイレゾ音源だけではなく、どんな音楽でも、これまでにない
いい音で楽しむことができます。実際に体験していただくとそ
の良さが実感していただけるはずです。

土田／まず商品のポジショニングについて何度も議論を重ね
ました。オンキヨーは音質にこだわるハイファイ志向の高い
商品、パイオニアは音質にこだわりながらも、幅広いユーザーに
アピールできる先進性の高い商品として棲み分けています。

河村／企画と開発が同時平行だったのですが、細部の企画が
決まらないと開発は前に進まないので、その調整が大変でし
た。常に日々のコミュニケーションを密にして、ひとつひとつ
の課題を克服していきました。
土田／企画から開発、生産に至るまでオンキヨー、パイオニアそ
れぞれのブランドを手掛けてきたメンバーで協議を重ね、それ
ぞれの特長を活かしながら進めて行きました。驚いたことに、技
術メンバー同士はブランドは違っても、やるべきこと、やりたいこ
とが共通していて、実際のモノづくりは違和感なく進めていくこ
とができました。生産においては部品調達や品質管理などは
グループ会社であるオンキヨー&パイオニアやオンキヨー&パイ
オニアテクノロジーの協力を得ました。まさにオンキヨーグループ
全社一丸となって世に出すことができた製品です。

土田／現在は、DAPの新製品ロードマップを考えているところ
です。機能面では小型化、軽量化、常時接続への対応があり、
音質においてもまだまだやるべきことがあります。さらに多くの
人に楽しんでいただくには、低価格帯の製品もラインアップに
追加したいと思っています。バリエーションを拡げることで、
新しいオーディオ市場を創造していかなくてはならないという
使命をもって取り組んでいます。
河村／いかに継続し、幅広く製品を投入していくかが今後の
課題です。ハードだけではなく、「e-onkyo music」やスマート
フォン等のハイレゾ音源再生ソフトである「HF Player」、さらに
はホームオーディオとも連携するという、どんな再生環境に
おいてもいい音で楽しんでいただける当社ならではのエコシス
テムを提案し、他社と差別化した製品を提供していきたいと
思います。

新たなオーディオ市場の創造へ向け、
オンキヨー＆パイオニアの技術を

結集したDAPを開発。
オンキヨー＆パイオニア
イノベーションズ株式会社
イノベーション事業本部長

土田  秀章

オンキヨー株式会社
開発技術部長

河村  文昭

特集・対談

オンキヨーグループが目指すエコシステムを
実現する上でも重要な製品ですね。 モバイルユーザーの要望に応える新製品として、

特にアピールしたい特長は、どんな点でしょうか。

オンキヨーとパイオニアブランドそれぞれでDAPが発売
されましたが、開発はどのように進められたのでしょうか。

国内外で大きな期待が寄せられていますが、
今後の展開についてお聞かせください。

驚異的なスピードで開発が進められましたが、
役割分担や開発の経緯についてお聞かせください。

SPECIAL ISSUE

オンキヨーグループとパイオニアホームAV事業統合後の共同開発第一弾製品として、
デジタルオーディオプレーヤー（DAP）が開発されました。市場でも話題を集めるこの新製品を中心に、
オンキヨーグループのデジタルライフ事業について伺いました。

共同開発第一弾として発売したデジタルオーディオプレーヤー
（左）Onkyo「DP-X1」、（中央、右）Pioneer「XDP-100R」
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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27年4月 1 日から
平成27年9月30日まで

前第2四半期（累計）
平成26年4月 1 日から
平成26年9月30日まで

売上高 27,795 15,473

売上原価 21,619 11,805

売上総利益 6,176 3,668

販売費及び一般管理費 8,702 4,834

営業損失（△） △ 2,526 △ 1,165

営業外収益 271 161

営業外費用 433 439

経常損失（△） △ 2,688 △ 1,443

特別利益 81 740

特別損失 3 2

税金等調整前四半期純損失（△） △ 2,610 △ 704

法人税、住民税及び事業税 54 30

過年度法人税等 54 －

法人税等調整額（△） △ 22 △ 204

四半期純損失（△） △ 2,696 △ 531

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △ 71 △ 55

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △ 2,625 △ 476

※	記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※		「企業結合に関する会計基準」等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、
「少数株主損益調整前四半期純損失」を「四半期純損失」に、「少数株主損失」
を「非支配株主に帰属する四半期純損失」に、「四半期純損失」を「親会社株主
に帰属する四半期純損失」としており、前第2四半期連結累計期間についても
科目名を統一しております。

※		「企業結合に関する会計基準」等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、
「少数株主持分」を「非支配株主持分」としており、前連結会計年度について
も科目名を統一しております。

科　目 当第2四半期末
平成27年9月30日現在

前期末
平成27年3月31日現在

資産の部

流動資産 25,317 21,064

固定資産    7,492 8,013

有形固定資産    4,223 4,355

無形固定資産 856 880

投資その他の資産 2,411 2,777

資産合計 32,810 29,077

負債、純資産の部

流動負債 27,568 20,026

固定負債 4,540 5,565

負債合計 32,109 25,591

株主資本 △ 1,133 1,490

資本金 3,498 3,498

資本剰余金 3,103 3,102

利益剰余金 △ 7,682 △ 5,057

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 1,632 1,724

その他有価証券評価差額金 122 159

土地再評価差額金 334 334

為替換算調整勘定 1,175 1,230

新株予約権 22 22

非支配株主持分 179 248

純資産合計 700 3,485

負債純資産合計 32,810 29,077

四半期連結貸借対照表

四半期連結財務諸表 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTSNEW PRODUCTS

TOPICS

70年にわたり培ってきた高音質へのこだわりと、100年
以上の「聞こえのケア」の歴史に基づくオーダメイド補聴器
の「匠」の技術が融合。当社とシバントスの協業で生まれた
オンキヨーブランドのカスタムインイヤーモニターは、その
装着性と音質の高さで発売以来大きな反響を呼んでいます。
最新３Dプリンター技術と熟練の職人ならではの技巧を凝らした
フォルムに、高品質なドラ
イバーを組込んでいます。
さらに設計、生産、サポート
まですべて国内拠点で
行うことで、スピーディかつ
信頼性が高い製品と評価
をいただいています。

「いい音をよりたくさんの方に楽しんでいただきたい。」その
想いから、目の不自由な方でも当社製品をお使いいただく
ための「ラクラクキット」をご用意し、国内のご希望者
に無償提供しています。基本的なご使用方法を説明した点字
や音声版の取扱説明書や左右、プラスマイナスの識別可能
な接続コードなどを作成して
います。また、点字と墨字を
同時に印刷できる「オーツキ

プリンター」の製造や、視覚障がい者を対象とした点字作文コン
クールを平成15年に開設し、現在は「オンキヨー世界点字作文コン
クール」として国内および海外108カ国から作品を募り、表彰式を
開催しています。

当社グループが推進する他社協業の
一環として、このたび河合楽器製作
所と当社が資本業務提携を行いまし
た。両社の技術を融合し、電子ピアノ
を中心とした電子楽器関連製品等の
新規カテゴリ事業や音楽教育関連事業
への参入の機会を創出し、当社事業
領域の拡大を図ってまいります。 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。

共同開発で実現した新製品
カスタムインイヤーモニター

オンキヨーグループの社会貢献活動
河合楽器製作所と
資本業務提携

耳型採取 3Dスキャン 3Dプリンター成形 組込み

匠の技×最新3Dプリンターの機能美

オーツキプリンター	BT-201　

1：点字版 取扱説明書

5：
デイジー版
取扱説明書

4：
オーディオCD版
取扱説明書

3：
カセットテープ版
取扱説明書

2：フロッピーディスク版 取扱説明書
6：簡単接続ピンコード7：簡単接続スピーカーコード



77.7%
14.4%

5.0%

7.2%

買い増し
長期保有

全部売却 5.0%
一部売却

その他

33.1%

42.4%

14.4%

40.3%

3.6%

ホームページの情報充実
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

その他
会社説明会の開催

46.8%
39.6%

20.9%
20.1%

17.3%

トップインタビュー（P１～６）
事業の概況（P7）
株式の状況（P9）
連結財務諸表（P8）

アンケート結果のご報告（P10）

33.1%

32.4%

45.3%

40.3%

新製品情報

新技術情報
業績の説明

41.7%

株主優待

経営方針

9 10Business report Business report

当社株式についての方針 （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）

興味を持たれた記事 （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．取締役インタビュー（P３～P４）　  ５．特集・対談（P５～P６）　
６．NEW PRODUCTS（P７）　  ７．TOPICS（P７）
８．四半期連結財務諸表（P８）　  ９．会社概要（P９）
10．株式の概況（P９）　  11．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
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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

外国人
31名
14,175,978株
19.36%

証券会社
17名
515,455株
0.70%

金融機関
4名
1,125,700株
1.54%

自己名義株式
1名
405,249株
0.55%

個人・その他
11,838名
25,456,659株
34.77%

その他国内法人
103名
31,544,324株
43.08%

（平成27年 9月30日現在） （平成27年 9月30日現在）

第 5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
12.2%

40歳～49歳
23.0%

～29歳
3.6%

未記入
2.2%

60歳～69歳
20.1%

70歳～
18.0%

男性
79.9%

女性
18.7%

未記入
1.4%

50歳～59歳
20.9%

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 23.70

ギブソン ブランズ インク 13,440,200 18.46

パイオニア株式会社 10,835,900 14.88

大朏直人 4,000,000 5.49

谷本忠史 2,613,400 3.58

※持株比率は自己株式（405,249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 73,223,365 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 11,994 名

大株主

所有者別株式分布状況

会社概要 株式の概況 アンケート結果のご報告CORPORATE PROFILE STOCK INFORMATION STOCKHOLDERS VOICE
ア ン ケ ー ト の お 願 い

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　北浜中央ビル
3,498,876,250円
1,886名

海　外

国　内

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、MOLジャパン株式会社

海　外

Pioneer & Onkyo U.S.A. Corporation、Pioneer & Onkyo 
Europe GmbH、Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.、
ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.、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、広州安橋国光音響有限公司

ONKYO U.S.A. CORPORATION、S&O ELECTRONICS
（MALAYSIA） SDN.BHD.、FLEXI ACOUSTICS SDN.
BHD.、Moneual Onkyo Lifestyle Inc.

東京オフィス、オンキヨー技術センター
事業所

国　内

オンキヨー&パイオニア株式会社、オンキヨー&パイオニア
マーケティングジャパン株式会社、オンキヨー&パイオニア
イノベーションズ株式会社、オンキヨー&パイオニアテク
ノロジー株式会社、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

連結子会社

持分法適用関連会社

その他 I R 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/



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 28 年 9月
30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

2373
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5 4 1 8 7 9 0
4 1 7

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　　　　　）

〒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/

【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。


