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技術開発と協業で
“あらゆる生活シー ンにオンキヨーを”
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2017年度の振り返りと2018年度に向けて
　2017年度は、デジタルライフ事業が100億円の大

台に乗った大きな節目の年でした。

　長年、AVレシーバー、ホームシアターなどのホーム

AV事業に頼ってきた当社の業績は、ここしばらく決し

て良いものではありません。パイオニアと統合して効

率化やスケールメリットを図りましたが、ホームAV市

場は縮小を続けています。そこで、ホームAV事業の

下降を埋めるべく、異なるカテゴリの事業として始め

たのがデジタルライフ事業であり、それがこの規模に

まで成長しました。

　デジタルライフ事業をさらに強化するとともに、次

のカテゴリとして期待するのがAIです。

　2017年の終わりにはAI対応スマートスピーカーを

発売しましたが、AIはスマートスピーカーだけに限り

ません。今後ますます多様な家電製品にAIの機能が

入ってきます。当社としては様々な家電メーカーに対

してAIに関連するソリューションを供給していきたい

と考えています。供給の内容がAIにつながるスピー

カーやマイクといったハード部分なのか、AIエンジン

や各種サービスも含めたソリューションなのか、お客

様によって多様なニーズがあるでしょう。そのニーズ

にお応えするために、昨年度、当社では、様々な種類

のVibtone（加振器）やスピーカーユニットからカスタ

マイズ可能なAIまで対応できる体制を整えてきま

した。
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　2018年度の大きなテーマは、それらのAIソリュー

ションのOEM供給を増やし、OEM事業をさらに大き

な柱にしていくことです。

　従来から当社を支えてきたホームAV事業も引き続

き重要ですが、より効率化したスキームで事業を推進

していくべきと考えています。その一つが４月に発表

した、TCLグループとの提携であり、同グループにお

いてオンキヨーブランドの一部の製品群の製造と販

売を担ってもらうというものです。

　当社ブランドを用いた協業、提携は、これまでどち

らかといえば国内企業が中心でしたが、TCLグループ

をはじめとする海外企業とも、今後はより積極的に

進めていきます。

ブランドコラボレーションと
オンキヨーのブランド価値
　OEM事業においては、部品を供給するだけで

なく、お得意先様の製品に「sound by Onkyo」

「powered by Onkyo」等の当社のブランドを付け

ていただく形“ブランドコラボレーション”が増えてい

ます。当社ブランドが音への高い価値を示すものであ

れば、OEMという価格競争に陥りがちな分野でも、

価格以外で選んでいただくことが可能となります。

　お得意先様の製品に、音の付加価値を示すものと

スマートスピーカー G3 Vibtone
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して当社のブランドを付けたいと思っていただくため

には、当社のオーディオやホームシアターでご提供す

る体験が最高峰のものでなければなりません。そのた

めにも、既存のホームAV事業も同様に重要であり、

AVレシーバーなど、従来からの主要製品の開発、商

品化も続けていきます。さらに、スマートフォンやタブ

レットも含め新分野においても、どのような音楽体験

が求められているのか、何がお客様にとってベストな

ソリューションなのかを常に研究し、商品化していくこ

とを続けていきたいと考えています。

新しいチャレンジと他社との協業・提携
　ホームAVの市場は縮小していますが、タブレットで

映画を見ている人やヘッドホンで音楽を聴く人、スマー

トスピーカーで音楽を聴く人は、むしろ増えています。

それらの市場に対して当社がチャレンジしていれば、当

社の事業全体は縮小するものではありません。

　縮小しつつある市場だけで、良い音を作り、ブランド

を磨くのではなく、絶えず新しいチャレンジをし、未来

に向かっていかなければなりません。

　ただ、現在の当社には、ニーズの高まっている商品

の開発にチャレンジし、成功したとしても、販売力に

大きな課題があります。

　そこで、TCLグループなど、販売面での提携を始めま

した。海外も含めて販売力のある企業に売っていただ

くことを推進しています。

　いま当社が注力しなければならないのは、AIを取り入

れる等の新しい音楽の楽しみ方をご提供することであ

り、それらの実現に向けた開発に重点をおいていくこ

とが大事であります。開発に成功した技術の商品化や

量産化ついては、当社独自でも行いつつも、他の企業

と組むことで、規模の拡大を図ってくことが肝要ではな

いかと考えています。

　当社は、自らの持っている技術を活かした開発に

注力する、そして、その開発の成果を様々な企業と

の協業・提携を通して、新しいビジネスとして進めて

あらゆる場面でオンキヨーの音による
最高の音楽体験を
　どのカテゴリにおいても、その端末における最高峰

の音の証として、オンキヨーブランドを浸透させていき

たいという思いがあります。

　大きなスピーカーで鳴らす音と、スマートフォンや

パソコンでの音は、やはりそのクオリティは違います。

しかしながら、それぞれの環境・機器に最適な形で、

最高の音楽体験をお届けすることが、オンキヨーの目

指す「音の提供」です。

　お客様の音楽体験は多様化し、音楽を自宅の大き

なスピーカーで聞く時間を持ってい

る人は少なくなっているのは事実で

す。そうであれば当社の音の供給

の仕方も多様化する必要があるは

ずです。

　大きなスピーカーで鳴る良い音

をオンキヨーの音だと言ったとして

も、それに触れる人が年々減ってき

ているとすれば、当社のブランドを

知ってくださる人は減り、ブランドの

価値も下がってくるのは自然の流れ

です。当社のブランドが多くのお客

様の目に触れ、耳に触れるようにす

ることが非常に重要なのです。

いく、このような考え方・手法がこれからの生き残りに

は必要となってきます。

最後に株主の皆様へ
　昨年から今年にかけて株主様の数が大きく増えまし

た。それだけ多くの方が当社に興味を持ってくださったと

大変感謝しております。同時に、当社に対し、何かやって

くれるという期待、何か変わろうとしているという期待を

持っていただいていると感じ、そのご期待にお応えして

いかなければならないと一層気の引き締まる思いです。

　今後も「VALUE CREATION」の経営理念のもと、

新しいチャレンジを続け、企業価値向上を目指してまい

りますので、株主の皆様には引き続きご支援、ご鞭撻

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

トップメッセージTOP MESSAGE

あらゆる生活シーンにオンキヨーの技術が活かされている

調理家電
住宅設備

ノートPC
スマートフォン

ＴＶ

スピーカークロック

電子楽器
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AIスマートウェアラブル

NEW PRODUCTS

NEW PRODUCTS
新製品情報

質の高い音楽体験をあらゆるシーンに最適なソリューション  でお届けします。
音とAIをつなげた新しい音楽体験

スマートスピーカー
AIの登場により、音楽の楽しみ方は飛躍的に
拡大しています。オンキヨーはスマートス
ピーカーの開発にいち早く取り組み、Amazon 

Alexa、Google AssistantそれぞれのAIに対応
した製品を2017年11月発売開始。IoT時代を
先取りするスマートホームとの連携、ネット
ワーク対応AV機器とも連携するなど、特長あ
る機能と高い音質が注目されています。

Onkyo AIでユーザーニーズに合わせカスタマイズ
AI対応スマートスピーカーは室内に限らず、クルマやアウトドアへもそ
の分野を拡大しています。ネックタイプのAIスマートウェアラブルや
SIMとバッテリーを搭載し持ち運びができるAIスマートオートモーティ
ブといった新しい製品（各種展示会に参考出品）とともに、使用シーンに
最適な機器とサービスをカスタマイズして対応、「Onkyo AI」はOEM
事業への展開も見据えています。

確かな技術と高い品質が人気の製品群 長年培われたオーディオ技術を凝縮して、徹底した高音質設計が施された本格的なAV機器からVibtone（加振器）の活用等、
自社製品以外にも幅広い分野でオンキヨーブランドが広がっています。

ネットワークCDレシーバー
CR-N775+D-112NFX
革新のアンプ技術「3-state Bitstream」を搭載、コンパクトなが
らも最高峰の技術が投入されたHi-Fiコンポーネントシステム
です。

ハイレゾ対応
デジタルオーディオプレーヤー 

DP-S1A
コンパクトサイズに凝縮した新設計基板、DSD、MQA音源の再生にも
対応。

「アイドルマスター ミリオンライブ！」
コラボモデル　
ハイレゾ音源対応インナーイヤーヘッドホン「SE-CH9」を採用。オ
リジナルハウジングアルミプレート、オリジナルデザインパッケー
ジ、専用キャリングケースが付属したセットです。

“ここだけの”がある秘密基地が旧万世橋駅跡地の商業施設「mAAch ecute 

KANDA MANSEIBASHI」内に誕生しました。オンキヨー／パイオニア両
ブランドの製品体験イベントやオリジナルグッズの販売等が行われます。
7月いよいよグランドオープンです。

スポーツにも最適
ワイヤレスインナーイヤーヘッドホン
CL5wireless
服に装着するクリップ機能で激しい動きにも
対応。米国や欧州ではスポーツ用途として
大人気モデルとなっています。

Bluetooth® 対応
ワイヤレスインナーイヤーヘッドホン
C7wireless
上品な輝きと高い質感、ネックタイプの
ワイヤレスイヤホン。
Android用音声読み上げアプリ「Notification 

App」に対応。

T
O
P
I
C
S

ONKYO BASE グランドオープン

ONKYO DIRECT
受注販売モデル

Amazon Alexa搭載 Google Assistant対応

VC-FLX P3 F4 G3

Vibtone（加振器）を
活用した
バスルーム
オーディオシステム
防水性や防滴性を損なわず、
加振器の振動で音楽再生を
実現。バスルームに穴を
開けることなく、快適
に音楽を楽しむこ
とができます。

Vibtone

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.本体 新設計基板

AIスマートオートモーティブ

※製品写真は動作サンプルです。デザインはじめ最終仕様ではありません。



REVIEW OF OPERATIONS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

7 8Business report Business report

　当連結会計年度におけるグローバル経済の動向は、
ユーロ圏では景気拡大が安定持続、米国内においては
個人消費支出の好調などで景気拡大が見込まれており
ます。アジア経済は、輸出が伸長するとともに個人消費
や投資が好調、わが国においても個人消費の緩やかな回
復、近年急速に拡大したインバウンド消費の上昇など、
景気回復が続く見込みです。その一方で、米国による保護
主義的な政策や英国の欧州連合（EU）離脱交渉、中国経済
の構造転換などのリスクも懸念されております。
　このような事業環境の下、AV事業では不採算製品の
販売見直しによる売上高の減少、欧州におけるパイオニア
ブランドのミニコンポの販売不振及び国内市場の縮小
などで販売に苦戦いたしました。デジタルライフ事業で
は、近年注目されているAI対応スマートスピーカーを
他社に先駆けて全世界で発売し、IoT時代を見据えた
「進化するエコシステム」構築を提案しております。また
ハイレゾ対応デジタルオーディオプレーヤー（DAP）、
ノイズキャンセリングイヤホンといった製品の販売が
本格化いたしました。さらに来期に向けた業績改善の
施策として、グループ事業の構造改革を実施いたしま
した。OEM事業では、積極的に研究開発を行う一方で、
生産拡大を目指してインドとの合弁会社を設立、新時代
に適応した価値の創造「VALUE CREATION」を経営理念
として、事業に取り組んでおります。
　以上の結果、当連結会計年度における売上高は前年
同期比4,348百万円減収の51,533百万円となりました。
営業損益につきましては前年同期比1,793百万円減収の
1,023百万円の営業損失となりました。減収減益となった
ものの来期での利益確保ができる体制を整備いたし
ました。

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 連結貸借対照表

科　目 当　期
平成30年3月31日現在

前　期
平成29年3月31日現在

資産の部

流動資産 25,295 23,874

固定資産    6,376 5,915

有形固定資産    1,909 1,969

無形固定資産 498 498

投資その他の資産 3,968 3,446

資産合計 31,671 29,789

負債、純資産の部

流動負債 25,023 22,416

固定負債 3,947 4,696

負債合計 28,970 27,113

株主資本 611 1,216

資本金 5,792 4,311

資本剰余金 5,235 3,894

利益剰余金 △ 10,362 △ 6,936

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 1,620 983

その他有価証券評価差額金 493 55

土地再評価差額金 342 342

為替換算調整勘定 783 584

新株予約権 3 －
非支配株主持分 466 477

純資産合計 2,701 2,676

負債純資産合計 31,671 29,789

（単位：百万円）（単位：百万円）  連結損益計算書

科　目
当　期

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

前　期
平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

売上高 51,533 55,882

売上原価 36,831 39,390

売上総利益 14,702 16,491

販売費及び一般管理費 15,725 15,721

営業利益又は営業損失（△） △ 1,023 770

営業外収益 298 120

営業外費用 1,222 1,349

経常損失（△） △ 1,947 △ 458

特別利益 － 47

特別損失 1,454 97

税金等調整前当期純損失（△） △ 3,402 △ 508

法人税、住民税及び事業税 98 175

法人税等調整額 △ 51 28

当期純損失（△） △ 3,448 △ 712

非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △ 22 39

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 3,426 △ 752

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）事業の概況

　北米においては、オンキヨーブランドのAVレシーバーの新製品
の販売が好調に推移いたしましたが、一部の製品については前年
度に前倒しで上市したことによる売上高が減少、欧州での年度
前半でパイオニアブランドのミニコンポの苦戦、国内マーケット
の縮小が継続したことなどが影響し、売上高は前年同期比3,946
百万円減収の34,631百万円となりました。
　損益につきましては、ハイエンドホームシアターなどの高価格
帯商品の売上減少によるモデルミックスの悪化及び不採算モデル
の戦略的販売見直しを昨年に引き続いて実施したことが利益率に
影響し、販売規模は縮小いたしましたが、前年同期比153百万円
増益の2,594百万円のセグメント利益となりました。

AV事業
34,631百万円（67.2％）

OEM事業
6,863百万円（13.3％）

デジタルライフ事業
10,038百万円（19.5％）

51,533
連結売上高

百万円

事業別
売上高
構成比

 事業別概況

連結財務諸表

本報告書は平成30年3月期決算短信の数値、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。

　売上高は、インドでの合弁会社が9月より本格稼働したことに
より、大手自動車メーカーからの受注が大幅に増加いたしました
ため、基幹となる車載用スピーカーは堅調に推移いたしました
が、環境関連製品の立ち遅れ及び受注の減少などにより、前年同期
比559百万円減収の6,863百万円となりました。
　損益につきましては、中国国内での元高ドル安による為替差損
及び部材高騰に伴う原材料費の値上げならびにインドでの工場
立ち上げのための設備投資費用及び研究開発費の増大などに
より、前年同期比249百万円減益の31百万円のセグメント損失と
なりました。 

　売上高は、一部の商品においてベンダーによる供給停止問題
が発生しましたが、話題の新カテゴリであるパイオニアブランド
のノイズキャンセリングイヤホン、バッテリー不要のポケット
サイズスピーカーフォン、さらにはパイオニアブランドのスポーツ
用途イヤホンの好調などにより、前年同期比157百万円増収の
10,038百万円となりました。
　損益につきましては、上記新製品やヘッドホン及び電話機の
販売が好調に推移したものの、販売促進や研究開発費用の増加に
より、前年同期比1,054百万円減益の691百万円のセグメント損
失となりました。

OEM事業

AV事業

デジタルライフ事業
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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（　　　　）歳

 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～P４）　３．新製品情報（P５～P６）
４．トピックス（P６）　５．事業の概況（P7）　 ６．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。

キ
リ
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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

201806

 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 （複数回答 上位 5 位）

 興味を持たれた記事 （複数回答 上位 5 位）

外国法人等
72名
1,711,764株
1.64%

金融商品取引業者
42名
3,562,580株
3.41%

金融機関
3名
1,639,800株
1.56%

自己名義株式
1名
406,998株
0.39%

個人・その他
24,892名
61,848,922株
59.16%

その他国内法人
137名
35,380,131株
33.84%

（平成30年 3月31日現在） （平成30年 3月31日現在）

第 8期第 2四半期（累計）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
11.7%

40歳～49歳
15.0%

～29歳
5.4%

未記入
3.6%

60歳～69歳
26.0%

70歳～
23.9%

女性
13.2%

50歳～59歳
14.4%

男性
85.9%

未記入
0.9%

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 14,258,000 13.69 

パイオニア株式会社 10,835,900 10.40 

株式会社河合楽器製作所 8,080,600 7.75 

大朏　直人 4,000,000 3.84 

株式会社三井住友銀行 1,070,000 1.02 

※持株比率は自己株式（406,998株）を控除して計算しております。

発行可能株式総数 150,000,000 株
発行済株式の総数 104,550,195 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 25,147 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

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
5,792,565,350円
1,661名

海  外

Pioneer＆Onkyo U.S.A. Corporation

Pioneer＆Onkyo Europe GmbH

Pioneer＆Onkyo Marketing Asia Ltd.

ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.

Minda Onkyo India Private Limited

安橋（上海）商貿有限公司
中山福朗声紙盆有限公司
上海安橋電子有限公司
広州安橋国光音響有限公司

オンキヨー技術センター、東京オフィス
 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

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/

アンケートのお願い



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 31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

5398
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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。


