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株主の皆様へ

　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこ
ととお慶び申し上げます。
　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　2009年度は、年度後半にやや景気回復の兆しは見ら
れましたが、特に国内を中心とした個人消費は低調に
推移しており、当社を取り巻く経営環境は依然として
厳しい状況が続きました。
　そのような環境下において、当社は子会社の再編等、
経営資源を当社の主力分野であるAVC事業および
OEM事業に集中させました。また、カンパニー制への
移行およびインテル社との開発契約の締結、インベン
テック社との協業等により、競争力の強化に向けた体
制づくりを行うとともに、有利子負債の圧縮による財

務体質の改善を図って参りました。
　そして、本年度当社は、AV、PC、OEM事業の強化を
目的に、各事業を分社化し、持株会社制への移行を予定
しており、当社にとってまさに変革の年となります。
　その中で、経営理念（ビジョン）として『VALUE 
CREATION　常に新しい価値提案を行い、驚きと感動
で未来を動かそう。』を掲げ、当社の事業領域（強み）を

「音で培った基礎技術＋SOMETHING NEW」として、
常に新しい分野にチャレンジすることで成長し続けて
いきます。
　今後とも当社にご期待くださいますようお願い申し
上げます。

VALUE CREATION
～新たな価値創造～

代表取締役社長

大 朏  宗 徳
おお  つき     むね  のり
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　 当期純利益 （単位：百万円）　 経常利益 （単位：百万円）　 売上高 （単位：百万円）87期は、抜本的な事業構造の見直しを行い、AVC事業とOEM事業の
強化・再編に注力して参りました。大きな取り組みとしては、経営資
源をOEM事業の主力分野である車載用スピーカー・家電用スピー
カー・マイクロスピーカーおよび石油探査センサー等に集中するた
め、テクノエイト㈱の全株式を売却いたしました。
また、インテル社との新市場開拓に向けた開発契約の締結、インベン
テック社との戦略的な資本・業務提携などにより、企画・調達・生産な
どあらゆる面での更なる付加価値の向上による競争力の強化に向け
た体制の整備を実施いたしました。
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先進のホームシアター
製品を開発

世界的にホームシアター製品が好調に
推移する中、当社はここ数年HDMI等の
ホームシアターの先進機能を他社に先
駆けて開発・製品化しており、2010年も

3D TV対応という話題性のあるHDMI 

ver.1.4aに対応したAVレシーバー、
ホームシアター製品を業界でいち早く
導入しました。
今期もこのスピード感を維持し、さら
に「選択と集中」により、AVレシーバー、
ホームシアターといった主力製品と、
新規ニーズを捉えるネットワーク機能
製品を強化します。

3年間で30％の成長が目標

AVレシーバー、ホームシアターといっ

高品質サウンドのオールイ
ンワンPCなど多彩な特徴を
持つPCを商品化

当社は、「売上高 168億円」「台数ベース
で約27万台」を88期の目標として掲げ
ています。この目標を達成するため、
PC市場で確固たる地位を築き、当社の
強みを生かした商品を計画していくこ
とが必要不可欠だと考えています。こ
の目標達成のためには、以下の多彩な
特徴を持つ3商品が当社のキー商品で
あり、これらの商品化を計画しており
ます。
①当社の強みである高品質なサウン
ドやiPodドックなどの特徴を備え
た「オールインワンPC」
②タブレットPCなどの新規パーソ
ナルモバイル群

③家電機器との融合を目指す「ホー
ムネットワークPC」

インベンテック社等との
提携で他社に先駆けた
最新技術を提案

2009年11月に発表いたしましたインテ
ル社との開発契約の締結や2009年12月

た主力製品と、新規ニーズを捉える
ネットワーク機能製品を強化し、その
相乗効果により「3年間で30％の成長」
を目指します。
目標達成のためには製品力強化はもち
ろん、ネットワーク技術を持つ技術集
団との連携や、北米市場での大手家電
量販店ベスト・バイをはじめとする国
内外の取引先との更なる関係の強化が
重要施策と捉えています。

ニーズを捉えた新製品を提案

ものづくりの会社として、お客様に満
足していただける製品を開発・製造す
る姿勢が根底にあります。その上で、
新規ニーズを捉えた既存の枠に囚われ
ない新たな製品を提案し、利益確保を
目指して参ります。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。

に発表いたしましたインベンテック社
との資本・業務提携をベースに、新商品
の開発と新市場の開拓を進めて参りま
す。具体的には、最新のテクノロジーを
使用した個性的なモバイルPCやワイヤ
レスホームネットワークといった商品
を他社に先駆けていち早く商品化する
こと、そしてその多彩な商品をもってグ
ローバル市場で確固たる地位を築いて
参りたいと考えております。

小回りの利く高効率の
組織で競争の激しい
PC市場で勝ち抜く

商品としてのライフサイクルが短く、
価格下落の激しいPC市場で今後勝ち
抜いていくためには、PCカンパニーは
身軽で、俊敏な、小回りの利く組織でな
ければならないと私は考えています。
今もそしてこれからも、より小回りの
利く組織体制の構築を目指し、PC事業
を拡大していくことが私の責務です。
そして当社の強みを生かした多彩な新
商品を皆様にお届けして参ります。今
後ともオンキヨーをご支援いただきま
すようお願い申し上げます。

各カンパニー社長 インタビュー 各カンパニー社長 インタビュー

AVカンパニー社長 インタビュー PCカンパニー社長 インタビュー

INTERVIEW

「選択と集中」をテーマに、AV市場での
更なる成長を目指す

最新技術を備えた多彩な新製品の投入で
グローバル市場で強固な地位を築く

PCカンパニー社長

菅  正 雄
AVカンパニー社長

廻 戸  正 昭
平成13年６月よりオンキヨーの取締
役を務め、当社のオーディオ関係部
門を統括。
現在、取締役常務執行役員AVカ
ンパニー社長を務める。

前職よりPC業界をリードし、多数の
PC商品を企画・開発。PCビジネス
の責任者を歴任。
平成20年７月よりオンキヨーの取締
役に就任し、PC事業を統括。現在、
常務取締役PCカンパニー社長を務
める。

まわり ど     まさ  あき すが    まさ  お
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　 売上高 （単位：百万円）

　 売上高 （単位：百万円）

　 売上高 （単位：百万円）
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AVC事業
39,796百万円
78.1％

不動産賃貸事業
523百万円

1.0％

その他事業
1,083百万円
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OEM事業
9,558百万円

18.8％

50,962
百万円

 事業別売上高構成比

AVC事業

不動産賃貸事業

OEM事業

その他事業

国内市場では、薄型TV等の活況に伴い、ホームシアター製品が好
調に推移するものの、ミニコンポ市場の低迷やWindows Vista 搭
載PC製品の消費者の買い控えなどの影響により、売上高は減少と
なりました。海外市場では、
円高や北米の大手家電量販店
が前年度破綻したことが影響
しましたが、売上高は若干の
減少に留まりました。その結
果、AVC事業の売上高は、前
年同期比138億21百万円減少
の397億96百万円となりまし
た。営業損益は前年同期比6億
4百万円増加の6億95百万円の
利益となりました。

売上高は、前期並みの5億23
百万円となりました。営業損益
は、前期並みの3億73百万円の
利益となりました。

車載用スピーカーの市場では、環境対応車の普及が促進され、燃
費向上に効果のある軽量型車載スピーカーの需要が好調に推移し
ました。また、遊戯機器関連製品向けスピーカーも堅調に推移い
たしました。しかしながら、
テクノエイト㈱が当社連結対
象から除外されたことにより、
売上高は前年同期比193億94
百万円減少の95億58百万円と
なりました。営業損益は、経
営資源をOEM事業の主力分野
に集中した結果、前年同期比
18億75百万円増加の2億56
百万円の利益となりました。

売上高は、前年同期比8億45
百万円減少の10億83百万円と
なりました。営業損益は、1億
78百万円の損失となりました。

当社グループは、経営資源を当社の主力分野であるAVC事業とOEM

事業に集中するとともに、インテル社との新市場開拓に向けた開発契
約の締結、インベンテック社との戦略的な資本・業務提携を行い、競
争力の強化に向けた体制の構築・整備を実施いたしました。売上高は
前年同期比340億60百万円減少の509億62百万円となりましたが、こ
れは事業再編に伴いテクノエイト㈱が連結対象から除外されたことに
よる売上高の減少が影響したためです。営業利益は、前年同期比24億
98百万円増加の5億58百万円となりました。

事業の概況 REVIEW OF OPERATIONS

事業別概況

（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）

新工場の稼動などで
効率アップ

スピーカーコンポーネント事業につき
ましては、2010年５月に公表しており
ますとおり、中国･天津にインベンテッ
ク社との合弁による新工場を設立いた
しました。この新工場の稼動により生産
能力の大幅な向上が期待できます。ま
た、品質、設計システムの見直し等を実
施し、将来に向けて大きく事業を伸ばし
ていく計画です。
88期は、自動車市場など当事業を取り
巻く環境が未だ不透明であり、当社の事
業成長は不安定な状況にあります。売上
高の大幅な伸びは期待できない厳しい
一年になるかと思いますが、工場の再編
等により事業効率を向上させ、来たるべ
き成長に備える年と位置づけています。

提案力や生産体制を強化

当社の提案力やものづくりの体制を更
に強化すべく、顧客プロジェクト制（車

載プロジェクト、薄型TVプロジェクト、
PCプロジェクト、マイクロスピーカー
プロジェクト）を導入していきます。
また、先にも申し上げましたとおり、イ
ンベンテック社との合弁により中国･天
津に設立した工場では2012年度にはPC
やTV等に搭載する小型スピーカーの生
産個数を現在のおおよそ５倍にまで引
き上げる予定です。

強みを活かして
多彩な領域に挑戦

スピーカーはオンキヨーの創業以来継
続してきた事業であり、コア・コンピ
タンスでもあります。その事業領域は
今や自動車およびTVに搭載するス
ピーカーをはじめ、石油探査センサー
までと多岐にわたります。音の良さ、
そして高い品質といった当社の強みを
武器に、これからも様々なジャンルに
チャレンジして参りますので、今後と
もご支援のほどよろしくお願い申し上
げます。

各カンパニー社長 インタビュー

コンポーネントカンパニー社長 インタビュー

INTERVIEW

高品質・高効率のものづくりに挑戦する

コンポーネントカンパニー社長

森 谷  雅 洋
オンキヨー入社以来、スピーカーコン
ポーネント事業に携わり、事業本部
長等を務め、事業を統括。
現在、執行役員コンポーネントカンパ
ニー社長を務める。

もり  や　 　まさ ひろ
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（単位：百万円）連結貸借対照表

科　目 前　期
平成21年3月31日現在

当　期
平成22年3月31日現在

資産の部

流動資産 29,594 25,260

現金及び預金 9,125 8,686

受取手形及び売掛金 11,640 11,037

たな卸資産 6,722 3,660

その他 2,105 1,876

固定資産    25,554 17,101

有形固定資産    24,109 14,559

建物及び構築物 3,344 1,558

土地 6,899 3,914

賃貸用建物 2,429 2,346

賃貸用土地 5,946 5,946

その他 5,489 794

無形固定資産 264 330

投資その他の資産 1,180 2,211

資産合計 55,148 42,362

科　目 前　期
平成21年3月31日現在

当　期
平成22年3月31日現在

負債、純資産の部

流動負債 26,420 20,720

支払手形及び買掛金 9,941 7,745

短期借入金 11,320 8,182

その他 5,158 4,792

固定負債 22,969 14,634

長期借入金 10,615 4,503

その他 12,353 10,131

負債合計 49,389 35,354

株主資本 2,445 2,663

資本金 1,866 1,866

資本剰余金 5,807 1,766

利益剰余金 △ 4,749 △ 885

自己株式 △ 477 △ 84

評価・換算差額等 3,061 4,029

土地再評価差額金 4,307 4,491

その他有価証券評価差額金 △ 42 △ 5

為替換算調整勘定 △ 1,203 △ 456

少数株主持分 251 314

純資産合計 5,759 7,007

負債、純資産合計 55,148 42,362

（単位：百万円） （単位：百万円）連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

科　目 前　期
平成20年4月 1 日から
平成21年3月31日まで

当　期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

売上高 85,023 50,962

売上原価 69,148 36,640

売上総利益 15,874 14,321

販売費及び一般管理費 17,814 13,762

営業利益又は営業損失（△） △ 1,939 558

営業外収益 655 904

営業外費用 2,540 647

経常利益又は経常損失（△） △ 3,825 815

特別利益 227 97

特別損失 1,203 312

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △ 4,801 599

法人税、住民税及び事業税 40 223

法人税等調整額 1,470 93

少数株主利益
又は少数株主損失（△） 9 △ 21

当期純利益
又は当期純損失（△） △ 6,320 303

科　目 前　期
平成20年4月 1 日から
平成21年3月31日まで

当　期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,549 2,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 866 △ 1,119

財務活動によるキャッシュ・フロー 328 △ 2,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 961 △ 41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,048 △ 438

現金及び現金同等物の期首残高 12,173 9,125

現金及び現金同等物の期末残高 9,125 8,686

連結財務諸表 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
連結株主資本等変動計算書

株主資本 評価・
換算
差額等

少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金

自己
株式

株主
資本合計

平成21年3月31日　残高 1,866 5,807 △ 4,749 △ 477 2,445 3,061 251 5,759

連結会計年度中の変動額

欠損填補 － △ 3,744   3,744 － － － － －

当期純利益 － －   303 －   303 － － 303

自己株式の取得 － － － △ 0 △ 0 － － △ 0

自己株式の処分 － △ 296 －   394   98 － － 98

土地再評価差額金取崩 － － △ 183 － △ 183 － － △ 183

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） － － － － － 967 63 1,030

連結会計年度中の変動額合計 － △ 4,040 3,864 393 217 967 63 1,247

平成22年3月31日　残高 1,866 1,766 △ 885 △ 84 2,663 4,029 314 7,007



年齢構成 性別分布
40歳～49歳
15.56%

50歳～59歳
16.07%

30歳～39歳
17.35%

回答なし
5.36%

70歳～　　　
18.88%

～29歳
6.63%

男性
81.1%

女性
16.6%

回答なし
2.3%

60歳～69歳
20.15%

第87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。
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ご協力ありがとうございました。

アンケート項目

　 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．株主の皆様へ（P1,2）　　３．財務ハイライト（P1,2）
４．各カンパニー社長インタビュー（P3～5）　　５．事業の概況（P6）
６．連結財務諸表（P7,8）　　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。

その他国内法人
141名

20,096,578株
42.02％

自己名義株式
1名
397,567株
0.83％

政府・地方公共団体
1名
869株
0.00％

証券会社
24名

1,008,112株
2.11％

外国人
30名

436,900株
0.91％

金融機関
9名

2,092,200株
4.37％

個人・その他
11,148名
23,797,439株
49.76％

100単元以上
376名
6,573,566株
13.74％

5単元以上
877名
611,110株
1.28％

10単元以上
2,472名
4,560,939株
9.54％

50単元以上
400名
2,480,583株
5.19％

500単元以上
24名
1,479,862株
3.09％

1単元未満
3,296名

246,973株
0.52％

1,000単元以上
22名

4,445,150株
9.29％

5,000単元以上
7名

26,200,118株
54.78％

自己名義株式
1名

397,567株
0.83％

所有株式数別
分布状況

所有者別
株式分布状況

1単元以上
3,879名

833,797株
1.74％

ア ン ケ ー ト の お 願 い

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/

株主名 株式数（千株） 持株比率（％）

オーエス・ホールディング株式会社 17,258 36.38

大朏直人 4,000 8.43

シークス株式会社 2,000 4.22

株式会社三井住友銀行 1,070 2.26

オンキヨー従業員持株会 676 1.43

 発行可能株式総数 80,000,000 株
 発行済株式の総数 47,829,665 株
 単元株式数 100 株
 株主数 11,354 名
 大株主

※持株比率は自己株式（397,567株）を控除して計算しております。

会社概要 株式の状況 STOCK INFORMATION
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31.9%
14.0%
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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
ビジネスレポートなど印刷物の充実
会社説明会の開催

その他

52.6%
41.6%

38.5%
34.7%
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業績の説明
新製品情報
新技術情報
経営方針

34.2%
31.9%

26.8%
24.7%
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財務諸表（P7,8）
特集/インタビュー（P3,4）

事業の概況（P6）
トピックス（P5）

株主の皆様へ・財務ハイライト（P1,2）

 当社株式についての方針 （上位5位 複数回答）

（上位5位 複数回答）

（上位5位 複数回答）

（上位5位 複数回答）

 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

 興味を持たれた記事

 商 号

 設 立

 本 社

 資 本 金

 従業員数

 連結子会社
国内：鳥取オンキヨー株式会社、オンキヨーエレクトロニクス

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
※鳥取オンキヨー株式会社は、4月1日付でその商号を「オンキヨー
トレーディング株式会社」に変更いたしました。

海外：ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.、ONKYO 
U . S . A . C O R P O R A T I O N、O N K Y O E U R O P E 
ELECTRONICS GMBH、ONKYO CHINA LTD.、広州
安橋貿易有限公司、上海安橋電子有限公司、中山福朗声
紙盆有限公司、安橋（上海）商貿有限公司

 持分法適用関連会社
国内：プラス産業株式会社、株式会社工人舎、株式会社CO3、

DO株式会社、
海外：S&O ELECTRONICS（MALAYSIA）SDN.BHD.

オンキヨー株式会社

1946年9月17日
大阪本社（本店）
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2番1号
東京本社
〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目3番12号

1,866,531,000円

467名（連結従業員数　2,847名）

 事 業 所 開発センター
AVカンパニー営業所（東日本営業所、西日本営業所）
PCカンパニー事務所（東日本事務所、西日本事務所）
コンポーネントカンパニーマーケティング部営業課
（東日本地区、西日本地区）
ロジスティクスセンター

アンケート結果のご報告

（平成22年3月31日現在） （平成22年3月31日現在）

CORPORATE PROFILE STOCKHOLDERS VOICE



郵 便 は が き

差出有効期間
平成 2 2年 9月
30日まで
（切手不要）

晴 海 支 店
承 認

料金受取人払郵便

東京都中央区八重洲2丁目3番12号

オンキヨー株式会社
総務部　株主アンケート係行

7313
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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

〒104-0028
東京都中央区八重洲2丁目3番12号
TEL : 03-3242-0100（代）

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
の開示、譲渡および貸与することは一切ございません。

●Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
●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。
●HDMIおよびHDMIver.1.4aはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
●インテルは米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
●IMAGINATIVE SIGHT & SOUNDの名称・ロゴはオンキヨー株式会社の登録商標および商標です。
●その他の各社名および製品・サービスの名称・ロゴは各社の登録商標または商標です。

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

郵便物送付先

（電話照会先）

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。
東京都港区芝三丁目33番1号 
中央三井信託銀行株式会社
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全
国各支店ならびに日本証券代行株式会社の
本店および全国各支店で行っております。

・住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
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中央三井信託銀行
株式会社にお申出ください。

・未払配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出
ください。




