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２００９年３月期

第２四半期（累計）決算説明

（２００８年４月～９月）

オンキヨー株式会社

（証券コード：6729）

2008.11.25

オンキヨー株式会社（証券コード：6729）

2009年３月第２四半期（累計）の業績について（2008年４月～９月）

地理的時間的な制約なく、皆様に等しく、広くオンキヨーグループの状
況を直接お伝えするため、ＷＥＢによる決算説明をオンキヨー・ホーム
ページにて掲載させていただいております。

どうぞよろしくお願いいたします。

※資料中の「第２四半期」とは４月～９月の６ヶ月間（第２四半期累計）を

いうものとします。
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第２四半期連結ハイライト

第２四半期連結業績ハイライト

第２四半期連結期間トピックス

１．連結売上高 198億11百万円増収
テクノエイトグループおよびＳＯＴＥＣブランドＰＣ事業の寄与
ニューＡＶレシーバーシリーズ新モデルの順調な推移

２．ＡＶＣ事業を一層強化する体制づくり

株式会社ソーテックとの合併

売上高 420億41百万円 前年同期比 ＋198億11百万円

営業利益 1億88百万円 前年同期比 △61百万円

経常損失(△) △1億83百万円 前年同期比 △3億33百万円

四半期純損失(△) △2億91百万円 前年同期比 △1億42百万円

当第２四半期における当社グループの売上高は、テクノエイトグループ

およびＳＯＴＥＣブランドＰＣ事業の寄与に加え、昨年度に引続き海外

業界誌で高い評価を勝ち取っているＡＶレシーバーシリーズ新モデルの

市場投入が順調に推移した結果、前年同期比198億11百万円増収の420億

41百万円となりました。

営業損益は、原材料価格の高止まりや中国での労働コストの上昇等によ

り、前年同期比61百万円減益の１億88百万円の営業利益となりました。

また、経常損益は、急速な円高ドル安・ユーロ安の進行にともなう為替

差損の計上に伴い、１億83百万円の経常損失となりました。さらに、投

資有価証券評価損２億12百万円などの計上により、税金等調整前四半期

純損益は３億95百万円の損失となり、四半期純損益は２億91百万円の損

失となりました。

当第２四半期におきまして、完全子会社化した株式会社ソーテックを当

社に吸収合併し経営の効率化を図り、日本国内市場でのＡＶＣ事業を一

層強化する体制を整えました。
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経営戦略の推進状況

① オーディオ事業

ホームオーディオホームオーディオ

英国で も権威あるオーディオ誌 「WHAT HI-FI?」で
AVレシーバー2機種が 高評価の「5 Star」を獲得

ＴＸ-ＳＲ６０６

ＴＸ-ＳＲ５０６

シアターパッケージシステム

ＢＡＳＥ-Ｖ２０ＨＤ

「VIERA」「REGZA」「AQUOS」ともリンク

ＨＤＤコンポ

Ｘ-ＮＸ１０Ａ

ハイファイ直系のハードディスク内蔵コンポ

ＣＤアンプ/２ウェイスピーカー

ＣＲ-Ｄ２/Ｄ-１１２ＥＸ

デジタルアンプ搭載コンパクトオーディオ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＵＳＢ対応の本格オールインワンシステム

ＣＤ/ＭＤシステム

Ｘ-Ｎ９ＦＸ/Ｘ-Ｎ７ＦＸ

ＦＲシリーズ

ホームシアターホームシアター

■オーディオ事業

ホームオーディオ、HDDオーディオシステム、ホームシアター、プレミア

ムホームシアター、カスタムインストール等のオーディオ・ビデオ関連

製品等の製造販売をいたしております。お客様に満足していただける

高の製品を提案し、「いい音」に満たされた暮らしをお客様にご提供い

たします。お客様によりよい製品をお届けするため、オーディオ技術や

映像技術を真摯に追求してまいります。

■今期オーディオ事業の状況

TX-SR805やTX-SR605に代表されるニューＡＶレシーバーシリーズが、昨

年度高い評価を得ました。そのニューＡＶレシーバーシリーズをさらに

機能をアップし、市場投入した新製品が海外市場で高く評価されました。

一方、国内市場では９月に発売を開始したCR-D2やFRシリーズといったミ

ニシステムなどの新製品が、好評を得ております。
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経営戦略の推進状況

② ＰＣ・エンターテイメント事業

ＮＥＷ

ネットブックＰＣ

ＮＥＷ ＮＥＷ
地デジ対応オールインワンスタイル

デザイン一新ノートＰＣ

デスクトップＰＣ

ＮＥＷ

10月発売

10月発売

10月発売10月発売

10月発売

ＨＤオーディオＰＣ

ＡＰＸ‐２/ＨＤＣ‐２．０Ａ

ＨＤ高品質音楽配信サイト

“ｅ‐ｏｎｋｙｏ ｍｕｓｉｃ”

ラジオ情報検索サービス

“ＭｕＦｉ”（ミューフィー）

■ＰＣ・エンターテイメント事業

ＰＣでも「いい音」を楽しんでいただきたいという私たちの想いから、
長年オーディオで培ってきた技術力を活かしたオーディオＰＣの開発・
製造・販売にも取り組んでおります。また、ＰＣオーディオ周辺機器の
ブランドを展開しており、オーディオボードやＰＣ用スピーカーなどＰ
Ｃのサウンド分野の製品を提供いたしております。

エンターテイメント事業においても、高音質音楽配信から再生環境まで
一環して「いい音」をお客様に提供すべく、コンテンツ事業にも力を注
いでいます。当社製品のWEB販売や音楽配信といったコンテンツの他に、
新感覚のラジオ情報検索サービスも運営しており、新らたな音楽ライフ
スタイルの提案も、積極的に行っています。

■今期ＰＣ・エンターテイメント事業の状況

ＰＣ事業では、ＳＯＴＥＣブランドにてオンキヨー製スピーカー搭載一
体型ＰＣ・先進の小型ノートＰＣなどを９月に発表し、10月以降、随時
発売を開始しております。今後もオンキヨーの技術力と、ＰＣ専業メー
カーソーテックの開発力や販売のノウハウ等を結集させ、競争力があり
付加価値の高いＰＣ製品を提供してまいります。
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経営戦略の推進状況

③ ＯＥＭ事業

テクノエイト㈱の事業内容

ボンネット部品

サスペンション部品

インシュレータ

ギアシフト部品

フードロック
ドア部品

エアクリーナ

＜ プレス部品の一例 ＞

スピーカーＯＥＭ

ＴＶメーカー向け

薄型ＴＶ向け

車載向け

家庭用ゲーム機器向け

ゲーム機器メーカー向け

自動車メーカー向け

■ＯＥＭ事業

自動車プレス部品、車載用スピーカー、家電用スピーカー、スピーカー部

品、アンプ等オーディオ製品の製造販売。オーディオ事業で培ってきた技

術力も活かし、スピーカーやアンプ、部品の供給を行っております。ＯＥ

Ｍ事業においても、高品位な製品を提供してまいりたいと考えており、常

にそのためのコスト競争力、生産効率の向上を図っております。

■今期ＯＥＭ事業の状況

スピーカー関連製品では、主要ＴＶメーカーそれぞれに応じたスピーカー

のＯＥＭ提供や、ゲーム機器メーカーおよび医療機器メーカーへの供給な

ど、積極的な販路開拓の効果があり、受注が増加いたしております。

また、2008年１月に完全子会社化いたしましたテクノエイト株式会社につ

きましても、今期ＯＥＭ事業に大きく寄与いたしております。
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第２四半期連結業績について

損益計算書

（百万円）
08年３月期
第２四半期

09年３月期
第２四半期

差額
09年３月期

第２四半期予想
差額

売上高 22,229 42,041 19,811 43,000 △ 959
売上原価 15,475 32,834 17,359 - -
売上総利益 6,753 9,207 2,454 - -
販売費及び一般管理費 6,503 9,018 2,515 - -
営業利益 250 188 △ 61 200 △ 12
営業外収益 155 273 118 - -
営業外費用 255 645 390 - -
経常利益及び経常損失（△） 150 △ 183 △ 333 0 △ 183
特別利益 95 240 145 - -
特別損失 3 453 450 - -
税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

242 △ 395 △ 637 - -

法人税、住民税及び事業税 545 23 △ 522 - -
法人税等調整額 △ 147 △ 118 29 - -
少数株主損失（△） △ 5 △ 9 4 - -
四半期純損失（△） △ 149 △ 291 142 △ 100 191
売上総利益率 30.4% 21.9% 12.4%
営業利益率 1.1% 0.4% -0.3%
経常利益率 0.7% -0.4% -1.7%
EPS △68円65銭 △7円08銭

当社グループの売上高は、前年同期比198億11百万円増収の420億41百万円

となりました。増収の主な要因としては、テクノエイトグループおよびＳ

ＯＴＥＣブランドＰＣ事業の寄与と、昨年度に引き続き海外業界誌で高い

評価を勝ち取っているＡＶレシーバーシリーズ新モデルの市場投入が順調

に推移ことが挙げられます。

営業損益は、原材料価格の高止まりや中国での労働コストの上昇等により、

前年同期比61百万円減益の１億88百万円の営業利益となりました。一方、

経常損益は、急速な円高ドル安・ユーロ安の進行にともなう為替差損の計

上に伴い、１億83百万円の経常損失となりました。また、投資有価証券評

価損２億12百万円などの計上により、税金等調整前四半期純損益は３億95

百万円の損失となり、四半期純損益は２億91百万円の損失となりました。
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第２四半期連結業績について

所在地別セグメント売上高

1,979 2,892
2,284

4,527

7,191

7,965

10,774

26,655

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

08/3月期第2四半期 09/3月期第2四半期

15,632

16,367

25,383

763706
262 261
4,893

0

10000

20000

30000

40000

50000

08/3月期第2四半期 09/3月期第2四半期

（百万円）

22,229

42,041
1８９％

ＡＶＣ事業

ＯＥＭ事
業

不動産賃貸事業

その他事業

（百万円）

日本

北米

欧州

アジア
他

事業別セグメント売上高

22,229

42,041
1８９％

■事業セグメント別売上高

ＡＶＣ事業は、ＳＯＴＥＣブランドＰＣ事業の寄与に加え、昨年度に引続き海
外業界誌で高い評価を勝ち取っているＡＶレシーバーシリーズ新モデルの市場
投入が順調に推移した結果、売上高は前年同期比90億16百万円増収の253億83百
万円となりました。ＯＥＭ事業およびその他の事業の売上高はＯＥＭ事業の増
収等が寄与し、166億56百万円となりました。

■所在地セグメント別売上高

・日本

日本国内におけるＡＶＣ事業は、ＡＶ機器は新製品投入効果などにより堅調に
推移しましたが、ＰＣの秋冬モデルの発売が一部10月にずれ込んだ事により、
当初見込みを下回る売上高となりました。ＯＥＭ事業において、テクノエイト
の売上高が大きく寄与した結果、日本における当第２四半期売上高は266億55百
万円となりました。

・北米

北米のＡＶＣ事業は、ＡＶレシーバーの新製品導入が順調に推移し好調を維持
する一方、ＯＥＭ事業の車載用スピーカーは減収となりました。その結果、北
米における当累計期間売上高は前年同期比7億73百万円増収の79億65百万円にと
どまりました。

・欧州

欧州では、セールスネットワークの整備により、販売チャネルが順調に拡大し
ており、堅調に売上を伸ばし、当第２四半期売上高は前年同期比22億43百万円
増収の45億27百万円となりました。

・アジア

アジア地域の売上高は、ゲーム機器向けマイクロスピーカーやフラットテレビ
向けスピーカーの受注の増加とテクノエイトフィリピンの販売寄与により、当
第２四半期売上高は前年同期比９億13百万円増収の28億92百万円となりました。
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ＡＶＣ事業分析

第２四半期連結業績について

（百万円） （08/3月期第2四半期） （09/3月期第2四半期） 差額

外部売上高 16,367 25,383 9,016
内部売上高 170 235 65
売上高計 16,537 25,618 9,081
営業費用 15,896 25,126 9,230
営業利益 640 492 △ 148

営業利益率（％） 3.9% 1.9%

海外市場の当第２四半期売上高は、前年度に主要市場で高い評価を受け

たニューＡＶレシーバーシリーズをさらに機能アップして市場投入した

新製品が高く評価されたことにより、前年同期比36億45百万円増収の140

億80百万円となりました。

一方、国内市場では９月に発売を開始したミニシステムなどの新製品投

入効果はあったもののシステム商品の市場縮小傾向が続き、ＡＶ機器の

販売は前年度並みにとどまりましたが、ＳＯＴＥＣブランドＰＣ事業の

寄与により、当第２四半期売上高は前年同期比53億70百万円増収の113億

３百万円となりました。

以上により、ＡＶＣ事業の売上高は、前年同期比90億16百万円増収の253

億83百万円となりました。一方、営業利益は、原材料価格の高止まりや

９月発売予定のＰＣが一部10月以降にずれ込んだ事などにより４億92百

万円となりました。
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ＯＥＭ事業分析

第２四半期連結業績について

（百万円） （08/3月期第2四半期） （09/3月期第2四半期） 差額

外部売上高 4,893 15,632 10,739
内部売上高 52 986 934
売上高計 4,945 16,619 11,674
営業費用 5,189 16,681 11,492
営業損失(△) △ 243 △ 62 △ 181

営業利益率 -4.9% -0.4%

ＯＥＭ事業の当第２四半期売上高は、テクノエイトグループの売上高97

億32百万円が大きく寄与し、前年同期比107億39百万円増収の156億32百

万円となりました。スピーカー関連製品の売上高は、ゲーム機器、フ

ラットテレビ向けスピーカーなどの受注が増加したことにより、前年同

期比10億６百万円増収の59億円となりました。

一方、営業損益は、テクノエイトグループの利益貢献があったものの、

原材料価格の高騰によりスピーカー関連製品の採算性が回復せず62百万

円の営業損失となりました。
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営業外損益・特別損益

第２四半期連結業績について

（百万円）

営業外収益 273
受取利息及び配当金 44
負ののれん償却額 150
その他 78
営業外費用 645
支払利息 241
為替差損 276
その他 127
特別利益 240
前期損益修正益 62
固定資産売却益 90
投資有価証券売却益 22
関係会社整理損失引当金戻入額 60
その他 5
特別損失 453
固定資産除売却損 51
投資有価証券評価損 212
その他 189

・営業外収益

株式会社ソーテックおよびテクノエイト株式会社の子会社化に伴う負の
のれんの償却１億50百万円を含む２億73百万円となりました。

・営業外費用

急速な円高ドル安・ユーロ安の進行に伴う為替差損２億76百万円を含む
６億45百万円となりました。

・特別利益

固定資産の除売却や投資有価証券売却益などにより、２億40百万円とな
りました。

・特別損失

投資有価証券評価損などの計上により、４億53百万円となりました。
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財務状況

第２四半期連結業績について

（百万円）
08年３月期

期末
09年３月期
第２四半期

差額

流動資産 40,372 35,222 △ 5,150
有形固定資産 27,400 26,667 △ 733
その他資産 1,837 2,221 384
総資産 69,610 64,111 △ 5,499
借入金・社債 25,675 27,442 1,767
その他負債 29,118 23,816 △ 5,302
純資産 14,817 12,852 △ 1,965
負債・純資産合計 69,610 64,111 △ 5,499
有利子負債・資本比率 219.2% 217.8%
ROE 4.8% -2.4%

当第２四半期末の総資産は、現金及び預金の減少および売上債権の減少

により前期末比54億99百万円減少の641億11百万円となりました。

有利子負債は前期末比17億67百万円増加の274億42百万円となりました。

純資産は、株式会社ソーテックの吸収合併に伴う少数株主持分の減少な

どにより前期末比19億65百万円減少の128億52百万円となりました。
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通期連結業績予想について

通期連結業績予想について

（百万円） 08年３月期 09年３月期 差額

売上高 59,093 80,000 20,907
売上原価 42,338 - -
売上総利益 16,755 - -
販売費及び一般管理費 15,024 - -
営業利益 1,730 1,200 △ 530
営業外収益 418 - -
営業外費用 1,065 - -
経常利益 1,084 500 △ 584
特別利益 171 - -
特別損失 444 - -
税金等調整前当期純利益 811 - -
法人税、住民税及び事業税 815 - -
法人税等調整額 △ 338 - -
少数株主利益 142 - -
当期純利益 477 150 △ 327

通期の業績予想につきましては、金融危機に伴う世界経済の減速や急激

な円高による経済環境の変化により、年末のクリスマス商戦で当初見込

んだ海外でのＡＶＣ製品売上高の減少が予想される事、ＯＥＭ事業の主

要な取引先である自動車メーカーの減産により当社グループの受注が減

少しており、この傾向が年度末まで継続する見込みである事などを考慮

し、通期の売上高は800億円程度になると予想しています。また、営業利

益、経常利益および当期純利益につきましても、売上高の減少と円高に

よる為替差損の影響にともない、それぞれ12億円、５億円および１億50

百万円程度になる見込みです。
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