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オンキヨーサウンド＆ビジョン㈱

オンキヨーデジタルソリューションズ㈱

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㈱

オンキヨーマーケティングジャパン㈱

その他子会社・関連会社

オンキヨー㈱

【事業内容】
オーディオ・ビジュアル関連製品の企画・設計・製造を
行います。

【事業内容】
PC製品やその他IT関連製品の企画・設計・製造を行
います。

【事業内容】
車載用・家電用スピーカー等の設計・製造・販売を行い
ます。

【事業内容】
日本国内におけるオーディオおよびPC製品等の販売
を行います。

【事業内容】
オンキヨーグループの経営管理および
製品等の研究開発を行います。
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代表取締役副社長

中 野  宏
なか   の　 　ひろし

代表取締役社長

大 朏  宗 徳
おお  つき     むね  のり

オンキヨーは、次のステージへ。
オンキヨーグループは、昨年持株会社体制へ移行するとと
もに各主要事業を分社化いたしました。この体制改革によ
り、事業推進における迅速な意思決定が可能となり、事業
内容の拡大や深化をより意欲的かつタイムリーに図るこ
とができるようになりました。一例を申し上げれば、法人
様向けPC営業部門の強化があります。分社化により、必要
な経営資源を適切な事業体へ投入しやすくなったことで、
個人のお客様向けの事業のみならず、より利益性の高い、
法人様向け製品ニーズにも効果的に対応できるようにな
りました。この法人営業部門の強化についての意思決定か
ら実施までのスピードの早さは、まさにこの体制改革によ
る成果です。
その一方で、こうした持株会社体制においては、グループ
全社で一貫した方向性を共有することが重要です。そのた
め、管理部門機能は全てオンキヨー株式会社１社に集約い
たしました。そして、分社化した各社からの情報を基にオ
ンキヨー株式会社でグループ全体の方向性を定め、各社へ
展開することにより、グループ内で一貫した方向性を共有
することが可能となっております。
このように、持株会社体制を採用したことにより、各事業
体がそれぞれの事業活動を自由闊達に行える機動性を確
保しつつ、グループ全社が同じ価値観を共有することで、
より強靭な企業体制を確立することができました。

また、オンキヨーのコアたる部分であり、創業以来大切に
培ってきた「オーディオ専業メーカーとしてのこだわり」
は決して見失うことのない信念として、全ての事業部門に
息づいております。このこだわりは、例えば、AV技術を有
するオンキヨーサウンド&ビジョン社においては、薄型テ

今般の東日本大震災により亡くなられた方々の
ご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された
皆様にお見舞い申し上げます。一日も早い復興
を、心よりお祈りいたします。

レビの普及に対応するために開発・市場投入された、臨場
感をテレビ音声に与えるサウンド・バーシステムに、また
OEM事業を行うオンキヨーディベロップメント&マニュ
ファクチャリング社が設計・生産・販売するスピーカーや、
オンキヨーデジタルソリューションズ社が市場投入して
いるデスクトップPC製品においても活かされておりま
す。このようにオンキヨーグループは人類の共通語である
音へのこだわりを忘れることなく新製品開発に励んでお
ります。

この企業基盤を主軸として、オンキヨーは、『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～』を経営理念として掲げ、各事業の運営
に取り組んでおります。主たる取り組みとしては、様々な
事業リスクに備え、適切な財政状況を維持するために、グ
ループ全体の事業ポートフォリオを厳格に管理する体制
を構築いたしました。また、市場における優位性を確保す
るために、常に時代のニーズを先読みしつつ、トレンドに
スピード感をもって対応すると同時に、音へのこだわりと
いった価値観・独自性をもって新たな市場を創造すること
にも引き続きチャレンジしております。こうした取り組み
を着実に行うことで、オンキヨーは次のステージを目指し
ます。

株主の皆様におかれましては、平素よりオンキヨーに格別
のご理解とご支援を賜り、心より感謝いたしますととも
に、今後ともご愛顧、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。

オンキヨー新体制図TOP MESSAGETOP MESSAGEトップメッセージトップメッセージ



オンキヨーサウンド＆ビジョン株式会社
代表取締役社長

奥田 伸明
商品企画・技術分野での経験を活かして数多くの製品開
発に携わり、オンキヨーグループのAV事業を牽引。平成23
年４月よりオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社代表取締
役社長を務める。

オンキヨーサウンド＆ビジョン株式会社 社長インタビュー
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インタビューインタビュー

この度の東日本大震災により被災された皆様にお見
舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り
申し上げます。

本質的解決を求める力を

平成23年4月よりオンキヨーサウンド&ビジョン社社
長を務めさせていただいております。オンキヨーグ
ループが創業以来続けてきた事業で、現在事業の柱の
ひとつであるAV事業を担う会社の代表となることに
大きなやりがいを感じているとともに、その重責に身
の引き締まる思いもしています。
社長となり、これからオンキヨーサウンド&ビジョン
社で再度徹底していきたいのは、常に「なぜ?」と自分
に問い続け、何事も深く追究する姿勢を貫くことを意
識し、それを実行することです。それは私が、表面的な
動向に惑わされず本質的解決を求めることが、いかな
る状況であっても大切なことだと考えているからで
す。そして、オンキヨーグループが有する高度なオー
ディオの技術力を、さらに進化させるために必要不可
欠なのが、「なぜ?」の追究であると考えています。

コネクティビティをキーワードに
高付加価値製品を

近年世界のオーディオ市場は縮小傾向にあります。そ
ういった市場環境を踏まえ、オンキヨーサウンド&ビ
ジョン社として実施すべきは、一つは縮小傾向にある
市場全体を活性化させること。そのためには市場の
動向を捉え、自社技術にのみこだわるのではなく、他
社規格をいち早く導入することでオンキヨー発のデ
ファクトスタンダードを確立していくことが重要で
す。そして、二つめには縮小傾向にある市場環境に対
して、「コネクティビティ」をキーワードとする製品を
積極的に投入することだと考えています。
今、オーディオにも「ネットワークオーディオ」とい
う通信ネットワークとの接続により新サービスを提
供する、そういった製品が増えつつあります。そして
オーディオとネットワークの融合は、今後さらに加
速するでしょう。オンキヨーの高い技術力を活かし、
ネットワークとの高いコネクティビティを有した魅
力的な製品を提案してまいります。現在は、ミニコン
ポなどのホームオーディオシステムを持たず、iPod

やウォークマンなどのポータブルオーディオで音楽
を聴く人々が増えています。今後はそういった人達に
も、ポータブルオーディオとホームオーディオシステ
ムを「コネクト」するようなオーディオシステムの提
案が、これからのオーディオ機器づくりの一つの流れ
になると私は考えています。

新たな事業の柱の創造と海外展開

オンキヨーグループの将来的なビジョン実現に向け
て、平成23年5月に開発センターを開発技術センター
へ組織を変更し、開発技術センターでこれからのオン
キヨーグループをAV事業とともに支える新たなビジ
ネスの発見、基幹事業の育成に向けて取り組んでいく
計画を立てています。ONKYOブランドの製品は、今
や市場で確固たる地位を築いていますが、今後もオン
キヨーグループを成長曲線に乗せるためには、次世代
を担う新たな事業の創出が欠かせません。その事業を
創出することが私の一番の責務ともいえます。
その一方で、創業以来継続してきたAV事業を維持・発
展させていくことにも注力してまいります。AV事業
の維持・発展において今後重要となる地域が、BRICs

諸国や東南アジア地域です。これらの地域は、これから
AV市場が成長すると予測される地域です。オンキヨー
のAV製品はミドルハイクラスのカテゴリーに位置づ
けられます。そして、当社製品は、一定以上の経済的成
長を達成した新興国で、豊かな生活を享受し始めた
人々に支持されると分析しています。刻々と変化する
市場や業界の動向を分析し、それを踏まえタイムリー
に戦略を進めてまいります。
これからもオンキヨーは、環境変化に即応した新たなビ
ジネスを展開し、成長路線の維持拡大を継続してまいり
ますので、株主の皆様におかれましては、一層のご支持
ご助力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

INTERVIEW

新しい可能性に挑戦し続け、更なる成長を目指し、
利益拡大、企業価値の向上に努める

INTERVIEW

おく  だ 　 　のぶ  あき
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次世代型のネットワークレシーバーが登場
LANケーブルを接続するだけで、インターネット経由でのクリア
なラジオ聴取が可能な「radiko.jp」にアクセスでき、PCやネット
ワークHDD内の音楽再
生にも対応した次世代
型のネットワークレシー
バーが登場しました。新
たなリスニングスタイル
を提案するオンキヨーの
新製品です。

新製品紹介 ［TX-8050］

オンキヨーグループは、経営理念『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～』のもと、更なる企業価値の向上を目指して、各事業の分社
化を伴う持株会社体制への移行を平成22年12月1日付にて実施いたしました。また、本
業への集中と財務体質の改善を目指し、子会社が所有する賃貸用の土地・建物を売却い
たしました。これにより、有利子負債を大幅に圧縮し、抜本的な財務体質の改善を達成い
たしました。今後、他社との協業や提携も含めた構造改革への取り組みを継続し、財務体
質の更なる強化とより付加価値の高い製品の開発に取り組んでまいります。
当期における連結売上高は、PC市場での価格競争の激化等により国内市場では苦戦を
強いられたものの、海外AV市場が好調に推移した結果、当初予想を上回る526億13百万
円となりました。また、営業利益についても原価低減活動の推進等により、当初予想を上
回る4億33百万円となりました。

■ 事業別概況
PC事業ではオンキヨー独自の音響技術を搭載した製
品や、今後拡大が予想されるタブレット端末市場に国
内メーカー初となるWindows®7を搭載した「スレー
トPC」等、順次新たな製品を市場に投入してまいりま
した。また海外メーカーとの価格競争が激化する市場
環境におきまして、より利益率の高い法人向けの需要
に対応すべく法人営業部門を強化する取り組みを開
始いたしました。
しかしながら、PC事業の売上高は93億97百万円、営業
損益は10億10百万円の損失となりました。

■ 事業別概況
国内市場では、シアターラックシステム、サ
ウンド・バーシステム等のテレビを最大限に
楽しめる新製品を意欲的に市場投入した結
果、ホームシアター製品が好調に推移いた
しました。海外市場においても、競合他社に
先駆けて順次導入した3Dテレビ対応のホー
ムシアター新製品が好評を博し、堅調に推移
いたしました。その結果、AV事業の売上高は
336億38百万円、営業損益は28億44百万円の
利益となりました。

■ 事業別概況
OEM事業では好調に推移していたエコカー
向け車載用軽量スピーカーの受注が補助金
等の終了に伴い減少し、遊技機器向けスピー
カーの受注も低調に推移した結果、売上高は
減少いたしました。こうした状況の中、新興市
場開拓への積極的営業活動を推進するなど、
新たなビジネスへのチャレンジを開始いたし
ました。このような取り組みによりインドの
有力地場自動車メーカー向けスピーカーの
受注等が売上高に寄与したものの、OEM事業
の売上高は70億62百万円、営業損益は1億72

百万円の損失となりました。

事業概況 PC事業

OEM事業

事業の概況事業の概況 REVIEW OF OPERATIONSREVIEW OF OPERATIONS

AV事業

独自開発のスリムスピーカーユニット搭載
モニターを付属したスリムタワーデスクトップ
付属の薄型ディスプレイは豊かで力強いサウンド再
生を実現する、オンキヨー独自開発のスリムスピー
カーユニットを
搭載しておりま
す。オーディオで
培った音響技術
を有するオンキ
ヨーならではの
製品です。

新製品紹介 ［S721シリーズ］

オーディオ専業メーカーならではの提案、営業力で市場開拓を推進
機構・電気・デジタル技術等を統合し、音質向上のための総合
的な提案を可能にするのはオーディオ専業メーカーであるオ
ンキヨーの強みです。それらの強みを最大限に活かし、今期
は北米市場における大手テ
レビメーカーへのサウンド・
バーの受注に成功しました。
今後も引き続きグローバル
な市場開拓を強力に推進し
てまいります。

トピックス

事業別売上高構成比

AV事業
33,638百万円
（63.9％）

OEM事業
7,062百万円
（13.4％）

その他
1,988百万円
（3.8％）

PC事業
9,397百万円
（17.9％）

連結売上高
52,613
百万円

不動産賃貸事業
525百万円
（1.0％）
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（単位：百万円）連結貸借対照表

科　目 前　期
平成22年3月31日現在

当　期
平成23年3月31日現在

資産の部

流動資産 25,260 24,906

現金及び預金 8,686 10,571

受取手形及び売掛金 11,037 9,022

たな卸資産 3,660 4,477

その他 1,876 834

固定資産    17,101 8,394

有形固定資産    14,559 6,091

建物及び構築物 1,558 1,396

土地 3,914 3,881

賃貸用建物 2,346 －

賃貸用土地 5,946 －

その他 794 813

無形固定資産 330 313

投資その他の資産 2,211 1,989

資産合計 42,362 33,300

科　目 前　期
平成22年3月31日現在

当　期
平成23年3月31日現在

負債、純資産の部

流動負債 20,720 15,194

支払手形及び買掛金 7,745 7,234

短期借入金 8,182 3,381

その他 4,792 4,578

固定負債 14,634 11,903

長期借入金 4,503 7,698

その他 10,131 4,204

負債合計 35,354 27,097

株主資本 2,663 6,078

資本金 1,866 1,866

資本剰余金 1,766 1,470

利益剰余金 △ 885 2,794

自己株式 △ 84 △ 52

その他の包括利益累計額 4,029 68

その他有価証券評価差額金 △ 5 △ 14

土地再評価差額金 4,491 1,050

為替換算調整勘定 △ 456 △ 967

少数株主持分 314 55

純資産合計 7,007 6,202

負債、純資産合計 42,362 33,300

（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21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

当　期
平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

売上高 50,962 52,613

売上原価 36,640 38,511

売上総利益 14,321 14,101

販売費及び一般管理費 13,762 13,667

営業利益 558 433

営業外収益 904 1,132

営業外費用 647 1,288

経常利益 815 277

特別利益 97 681

特別損失 312 3,066

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 599 △ 2,107

法人税、住民税及び事業税 223 274

法人税等調整額 93 △ 2,393

少数株主損失 21 47

当期純利益 303 58

科　目 前　期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

当　期
平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,822 2,586

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,119 5,467

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,100 △ 5,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 41 △ 370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 438 1,871

現金及び現金同等物の期首残高 9,125 8,686

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 12

現金及び現金同等物の期末残高 8,686 10,571

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTSCONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS連結財務諸表連結財務諸表

※当社は平成22年10月1日に単独株式移転により設立されたため、当期は設立第
1期にあたります。前期の数値は単独株式移転により完全子会社となったオン
キヨーサウンド&ビジョン株式会社の第87期の数値を記載しております。

当期において子会社が所有する賃貸用不動産を売却し、有利子負債を大幅
に圧縮したことにより、抜本的な財務体質の改善を行いました。主な内容
は以下のとおりです。
連結貸借対照表
固定資産が大幅に減少し、それに伴い短期借入金が減少しております。ま
た、土地再評価差額金を取り崩したことにより、株主資本である利益剰余
金が増加しております。
連結損益計算書
特別損失および法人税等調整額の主な内容は、当該取引による固定資産売
却損および再評価に係る繰延税金負債の取崩しによるものです。



平成23年3月期第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、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
13.0%
40歳～49歳
16.8%

～29歳
5.5%

回答なし
4.2%

60歳～69歳
22.8%

70歳～
21.6%

男性
81.0%

女性
16.8%

回答なし
2.2%

50歳～59歳
16.1%

9 Business report 10Business report

73.6%
21.6%

7.2%
5.8%
4.1%

長期保有
買い増し
その他

全部売却
一部売却

12.5%
32.9%

42.1%
35.1%

2.6%
会社説明会の開催

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
ホームページの情報充実

その他

38.0%

49.0%

40.6%
42.3%

株主優待

業績の説明
新製品情報

32.7%経営方針

30.3%
31.0%

43.8%

19.7%
20.4%

オンキヨーグループ全体像（P3）
各事業の説明（P4～6）
新製品のご紹介およびトピックス（P4～6)

四半期連結財務諸表（P7～8）
株式の状況（P9）

新技術情報

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．トップメッセージ（P1～2）　３．インタビュー（P3～4）
４．事業の概況（P5～6）　５．新製品紹介・トピックス（P5～6）
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。

キ
リ
ト
リ
線

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 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 持株数（千株） 持株比率（％）

オーエス・ホールディング株式会社 17,258 36.39

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 697 1.47

 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 11,342 名
 大株主

※持株比率は自己株式（399,199株）を控除して計算しております。

 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
 連結従業員数
 連結子会社
国内：オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社、オンキヨー

デジタルソリュ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、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

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、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：プラス産業株式会社、株式会社CO3、DO株式会社
海外：S&O ELECTRONICS（MALAYSIA）SDN.BHD.、

ONKYO-INVENTA（HONG KONG）CO.,LTD.、天津
英安達科技有限公司

オンキヨー株式会社

2010年10月1日
大阪本社
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2番1号

1,866,531,000円

2,340人

 事 業 所 東京オフィス、開発センター

（平成23年3月31日現在） （平成23年3月31日現在）

その他国内法人
128名

20,065,733株
41.95％

自己名義株式
1名
399,199株
0.83％

政府・地方公共団体
1名
869株
0.00％

証券会社
20名

713,900株
1.49％

外国人
29名

259,648株
0.55％

金融機関
7名

1,673,300株
3.50％

個人・その他
11,156名
24,717,016株
51.68％

100単元以上
415名
7,151,511株
14.95％

5単元以上
910名
630,643株
1.32％

10単元以上
2,421名
4,462,463株
9.33％

50単元以上
412名
2,644,131株
5.53％

500単元以上
21名
1,361,838株
2.85％

1単元未満
3,159名

233,789株
0.49％

1,000単元以上
18名

4,001,700株
8.37％

5,000単元以上
7名

26,096,737株
54.56％

自己名義株式
1名

399,199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
3,978名

847,654株
1.77％

STOCKHOLDERS VOICESTOCK INFORMATIONCORPORATE PROFILE STOCKHOLDERS VOICESTOCK INFORMATIONCORPORATE PROFILE会社概要 株式の状況 アンケート結果のご報告会社概要 株式の状況 アンケート結果のご報告



株主メモ

〒572-8540
大阪府寝屋川市日新町2番1号
TEL : 072-831-8000（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。

●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。
●ウォークマンはソニー株式会社の商標または登録商標です。
●radiko.jpは株式会社radikoの商標または登録商標です。
●Windows®７は米国Microsoft Corporationの登録商標です。
●その他の各社名および製品・サービスの名称・ロゴは各社の商標または登録商標です。

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
中央三井信託銀行株式会社
証券代行部　証券代行事務センター

（電話ご照会先）　 　TEL. 0120-78-2031（通話料無料）

郵 便 は が き

差出有効期間
平成 2 3年 9月
30日まで
（切手不要）

寝屋川支店
承 認

料金受取人払郵便

大阪府寝屋川市日新町2番1号

オンキヨー株式会社
総務・人事部  株主アンケート係行

281
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5 7 2 8 7 9 0

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。）


