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株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご支援を賜り誠に
ありがとうございます。

2012年度におきましては、協業による生産、購買、物流コスト等の低
減などを目的とする構造改革をはじめとし、諸施策を講じた結果、
営業利益、経常利益ともに黒字化を達成いたしました。

今後も、当社の経営理念である「VALUE CREATION」に基
づき、音や映像に関する付加価値を高めていくことはもちろんの
こと、お客様や市場に対して、新たな価値提案を実現していくべく、
他社との協業の中で具体的な新製品の企画・開発を進め、新規
市場の開拓、新規顧客創造を目指してまいります。

価値提案を実現していく中で、お客様の生活に新たな彩りを加え
るとともに、現在の構造改革を継続し持続的な成長を続けること
で、利益還元の実現を目指してまいりますので、今後ともご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

成長の先に
to Grow, to Create

代表取締役社長

TOP MESSAGE

国内市場におきましては、薄型テレビの需要低迷が続き、ホーム
シアター製品が苦戦を強いられた結果、売上高は56億81百万円
になりました。また、海外市場におきましては、米国の販売会社が
関連会社となったことに加え、円高による売上高の目減りと欧州
域内の販売が不振に終わったことなどにより、売上高197億39

百万円となりました。以上の結果、AV事業の売上高は254億21百万
円となり、セグメント損益は25億59百万円の利益となりました。

前年同期は震災の影響による車載向けスピーカーの生産調整
等により売上高が落ち込みましたが、2012年度におきましては
通常どおりの生産状況に回復したことにより、売上高は83億26

百万円となりました。また、セグメント損益は、レアアース等の
原材料価格が安定して推移したことなどにより、80百万円の損失
にとどまりました。

AV事業
25,421百万円
（71.6％）

OEM事業
8,326百万円
（23.4％）

その他
1,791百万円
（5.0％）

連結売上高

百万円
35,538

2012年度において、世界経済は、欧州信用不安の長期化により消費低迷が継続して
おり、中国や新興国の景気にも減速傾向が見え始めている一方で、低調に推移してい
た米国経済においては、住宅市場の底打ちなどを背景に消費に明るい兆しが見え始
めました。一方、歴史的な円高などにより活力のなかった日本国内経済は、新政権が
打ち出した経済対策への期待感から株式相場の上昇や円高是正が進み、実体経済へ
の効果は限定的ながら、景気回復への動きが見え始めました。
このような事業環境の下、様々な課題を克服するための抜本的な事業構造改革に全
力で取り組んだ結果、通期において営業利益、経常利益ともに黒字化を達成いたしま
した。2012年度の売上高につきましては、PC事業会社および米国販売会社の持分法
化等による売上高の減少に加え、欧州市場での販売不振などにより、減収となり355

億38百万円となりましたが、営業利益につきましては、徹底した経費削減や原価低減
活動などにより、7億40百万円となり、前年同期比30億23百万円の改善となりました。

事業別売上高構成比

REVIEW OF OPERATIONS

事業別概況
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ジャスキヴィッツ ： 1 つの具体的施策として、この 1年

間、米国ではソーシャルメディアを通じたブランド構築に

取り組んできました。例えばWeb動画の作成など、マーケ

ティング活動を効果的に進めるためにスタジオを作り、

様々な協力者とともにオンキヨーのプロモーション活動

に取り組んでいます。

吉田 ： オンキヨーには、私たちを含めて多くの協力者がい

ます。この点はマーケティング面にとどまらない大きな強み

ですね。

ジャスキヴィッツ ： 確かに。今やオンキヨーは、私にとっ

てファミリーの一員です。今後も、米国をはじめ、世界各国

でのオンキヨーのマーケティングやプロモーションにど

んどん協力していきます。

吉田 ： 私も経験を活かして経営に携わっていきます。私た

ちは今、お客様に新しいレベルの感動や興奮を提供するブ

ランドを構築しようとしているのですから、経営参画に対

するこうしたコミットメントは不可欠です。

大朏 ： お二人がお話しされるような変化をオンキヨーに

もたらすためにも、ぜひ外部の視点からどんどんオンキ

ヨーに刺激を与えて欲しいですね。その変化はステークホ

ルダーの皆様からの期待に応え、確実に成長を続けるため

の原動力になるはずだと思っています。

性や財務体質を改善するための施策を進め、現在も注力し

続けています。例えば前期においてはギブソンやティアッ

クとの協業、生産拠点の再編、組織改革を実行しました。し

かし、我々はまだスタートしたに過ぎません。オンキヨー

はこれからの長期的な成長がもっとも重要であると認識

しており、抜本的な構造改革を実行しています。改善すべ

きことはまだまだ多いですが、長期的にはもっともっと良

い効果が出るでしょう。

吉田 ： ここ数年の間、世界を巻き込んだリーマンショック

の余波や海外市場での消費低迷など外部環境は厳しいも

のでした。また、オンキヨーには既存の課題もありました。

今回の黒字化は、こうした課題を乗り越えるために続けて

きた施策の効果だといえるでしょう。

ジャスキヴィッツ ： そのとおりですね。オンキヨーは収益

吉田 ： 経営陣は事業について非常に大きな責任をもって

いますし、それと同時にチャレンジ精神が求められていま

す。ところが今日、そのチャレンジ精神を発揮することは、

非常に複雑で困難になっています。市場はダイナミックに

変化していますし、その上スピードはますます加速してい

ます。

ジャスキヴィッツ ： 市場のダイナミックな動きは海外も

日本も変わりません。その中で我々はお客様や株主様はも

ちろんのこと、お取引先様や従業員といった、市場や業界

において関わるすべての人たちにとっての状況がより良

くなるように活動しなければなりません。企業はすべての

ステークホルダーとともに成長するのです。これは、ギブ

ソン社内で全従業員に伝えている私の想いです。お二人は

何か従業員に対して意識して伝えている想いなどはあり

ますか？

吉田 ： 私が日頃から言っているのは「皆さんは急激な変化

の最先端にいる。激しい市場変化のペースに合わせるため

に、もっと素早く動かねばならない。」ということです。言

葉はシンプルですが重要なことだと思います。なぜなら今

日、製品の移り変わりはもとより、

サービスの変化も非常に早いから

です。

大朏 ： 私は従業員に対し、「私の後

をついてくるな」と言います。今日

のような変化の早い環境の中でオ

ンキヨーは単独ではなく様々な連

携を通じ、ユニークな製品を市場

に投入せねばならないと考えてい

ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ
Gibson Brands, Inc.（旧 Gibson Guitar Corp.）
代表取締役会長 CEO

社外取締役

SPECIAL  ISSUEスペシャル対談
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インテル株式会社 代表取締役社長

社外取締役

代表取締役社長 CEO
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第 3 期における当社の活動内容や市場環境、
将来動向について、対談しました。

オンキヨーのブランド力やマーケティング力に
現れ始めた変化

変化を支えた各取締役のポリシー
黒字化達成について
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ます。そのためには、フィロソフィー（理念）をも含めて変

化することが必要です。最終的には、もっとグローバルで

チャレンジ精神のある企業にしていきたいので、社長がや

れと言ったからではなく、各人が自らの発想で物事を進め

る習慣を新しいオンキヨーの文化として定着させていき

たいと考えています。

吉田 ： その大朏さんの信念を私は尊敬しています。オンキ

ヨーが力強く成長を続けるには、大朏さんは欠くことがで

きない人物だと考えていますし、だからこそ我々はよく議論

をしています。

大朏 ： 吉田さんとはITテクノロジーとオーディオについ

て一晩中議論したこともありましたね。プライベートでは

兄のような存在であり、ビジネスでは大切なパートナーで

す。また、ヘンリーさんともよく議論し、お互いが思い描く

未来のビジョンが同じだと気付き

ました。お互いに様々なビジョンを

語りあって、私たちは一緒にスター

トしましたね。

ジャスキヴィッツ ： 私も大朏さん

と語り合った時に、自分と似ている

と直感的に感じました。それは、ア

イディアや、未来のさらにその先を

見据えるという先見性です。また、

こうした未来志向で物怖じしない

精神といったエキサイティングな一面に魅力を感じたの

で、現在、一緒にビジネスを行っています。

大朏 ： ビジネス上の付き合いだけでなく、友人としてヘン

リーさんや吉田さんといった方々と繋がっていることは

ています。人々が音楽を愉しむ時間は増えてきています。しか

し、ポータブルオーディオプレーヤーやスマートフォン等の

普及により通勤途中や運動中など、いつでも音楽が聴ける環

境が整い、音楽鑑賞だけに集中している時間は少なくなりま

した。このように音楽視聴のスタイルが多様化する中では「良

いスピーカー」というだけでは当社の優位性を発揮できませ

ん。しかし、良い音というのはもちろん「良い音楽体験」を実現

する一要素なので、例えばHDオーディオで聞く音楽は、それ

まで聴いたことのある音楽とは全く異なった体験をさせて

くれます。そこでかつて、オンキヨーは吉田さんと協力し、PC

の機能を高め、インターネットを介した質の高い音楽再生を

実現しました。また、ヘンリーさんに出会ってからは「利便性

以外も追い求めるべき。」とも思うようになりました。楽器か

ら音楽再生までのプロセスを重視し、楽器・録音技術・スピー

カーという繋がりで、今までにない格別の体験を提供できる

のではと考え始めています。

ジャスキヴィッツ ： そのとおり。音楽は喜びであり、人々の生

活を良くするもの。音楽は快適な時間と空間を創造し、皆と共

有できる。1日の終わりに、人々が幸せになるように。音楽で

世界を、人々の体験をより良いものにする。これこそがオンキ

ヨーのミッションです。

吉田 ： 私も大朏さんやヘンリーさんと仕事をしていると、製

品やサービスを提供する我々が音楽の未来にどんどん近づい

ていける喜びを感じます。もちろんそれは、お客様にとっても

素晴らしい未来が来ることを意味します。

ジャスキヴィッツ ： その未来を実現するために我々はステー

クホルダーと良い関係を築いていくことが重要だと認識して

います。ステークホルダーは我々と深く結びつく存在であり、

大変光栄なことです。事業面で

は、例えば最近の音楽業界の変化

ひとつを取ってみても感じるの

ですが、多彩な分野にわたる広い

繋がりは重要です。だから、様々

な方にパートナーとなっていた

だけることは一経営者として非常に嬉しいことです。

吉田 ： 確かに昨今の音楽業界では、自分達のフィールド以外

との勝負が増えてきていますからね。そのためにも、一言で音

楽といっても、人々に多様な機会を提供することが大事です

ね。音楽を聴くことは生活の大きい部分を占めるけれども、そ

れだけではない。音楽を作り、インターネットで配信し、他の

人たちとシェアすることも、音楽の愉しみ方の一つです。

ジャスキヴィッツ ： 愉しみ方が増えたことが、近年の音楽業

界に大きな影響をもたらしているのだと思います。ここ10年、

15年の間に起こった、テクノロジーの変化を中心とした時代

の潮流変化は非常に大きなものです。音楽を愉しむ人は増え

続けているのに、レコード会社の株価は下落し、CDを売る店

も減少しました。そこで私は、「音楽を聴くための機械」を提供

することではなく、「豊かなサウンド体験」そのものを提供す

べきだと考えました。テクノロジーとマーケティング資源を

使って、今までにない愉しみを提供することこそ、オンキヨー

の目指す方向なのです。

大朏 ： 確かに、音楽の愉しみ方が多様化している現代では、

顧客に「良い音楽体験」を提供しなければならないと私も考え

またパートナーでもあります。私はオンキヨーの社外取締役で

あるとともに株主でもある以上、ステークホルダーとの関係を

より良いものにするために全力を捧げる。他の株主の皆様とと

もに、私はしっかりとオンキヨーをリードしていきたい。

吉田 ： オンキヨーは、継続的に様々な課題の解決に取り組ん

でおり、成長への準備が整いつつあります。強力なパートナー

シップのもとで、オンキヨーは成長局面へと移行しようと

しています。株主の皆様がオンキヨーの一員であることは

すでに申し上げたとおりですが、私もその一員としてチャレ

ンジを続けていきます。株主の皆様には、我々マネジメント

チームが予想どおり、いや、予想以上の結果を出すことに期待

していただきたい。私も株主の皆様のご期待に沿えるよう、

ユニークで大きな価値を創造していきます。

大朏 ： これからもオンキヨーを成長させ、株主の皆様への還

元を安定的なものとするとともに、音楽の未来を切り拓くた

めに最善を尽くします。株主の皆様をはじめ、様々なステーク

ホルダーの皆様に、このマネジメントチームを信頼していた

だき、ご支援をいただけるよう更なる努力を重ねていきます。

スペシャル対談 SPECIAL  ISSUE

これから求められる音楽との携わり方



基 準 日 2013年 3月末 2013年 9月末 
贈呈時期 6月下旬 12月下旬

所
有
株
式
数

１単元以上、
30単元未満

ONKYO DIRECT
クーポン（※1）1,000円相当

e-onkyo music
クーポン（※2）1曲分

30単元以上、
50単元未満

ONKYO DIRECT
クーポン（※1）3,000円相当

e-onkyo music
クーポン（※2）1曲分

50単元以上、
80単元未満

ONKYO DIRECT
クーポン（※1）6,000円相当

e-onkyo music
クーポン（※2）3曲分

80単元以上、
300単元未満

ONKYO DIRECT
クーポン（※1）8,000円相当

e-onkyo music
クーポン（※2）8曲分

300単元以上 
ONKYO DIRECT
クーポン（※1）8,000円相当
＋オンキヨー製品（希望者のみ（※3） ）

e-onkyo music
クーポン（※2）8曲分

※1：ONKYO DIRECTクーポンについて
オンキヨー公式総合ショッピングサイト「ONKYO DIRECT」での商品ご購入時にご利用いただける値引き
クーポンです。

※2：e-onkyo musicクーポンについて
ハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」で楽曲を無料ダウンロードできるクーポンです。

※3：オンキヨー製品について
対象となる株主様には6月下旬に当社よりご案内を送付いたします。ご希望される場合、同封する専用はがきに
必要事項をご記入の上、ご返送いただきます。なお、発送は8月頃を予定しております。

トピックス 連結財務諸表
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連結貸借対照表

科　目 当　期
平成25年3月31日現在

前　期
平成24年3月31日現在

資産の部

流動資産 17,874 22,299

固定資産    9,413 8,241

有形固定資産    4,484 4,638

無形固定資産 949 257

投資その他の資産 3,979 3,345

資産合計 27,287 30,541

負債、純資産の部

流動負債 16,887 16,509

固定負債 4,220 9,584

負債合計 21,107 26,094

株主資本 5,402 4,965

資本金 2,628 2,628

資本剰余金 2,232 2,232

利益剰余金 594 157

自己株式 △ 52 △ 52

その他の包括利益累計額 274 △ 597

新株予約権 22 22

少数株主持分 479 56

純資産合計 6,179 4,447

負債純資産合計 27,287 30,541

（単位：百万円）（単位：百万円） 連結損益計算書

科　目 当　期
平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

前　期
平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで

売上高 35,538 43,414

売上原価 25,913 32,959

売上総利益 9,625 10,455

販売費及び一般管理費 8,884 12,738

営業利益又は営業損失（△） 740 △ 2,283

営業外収益 515 712

営業外費用 872 893

経常利益又は経常損失（△） 384 △ 2,464

特別利益 236 283

特別損失 128 1,133

税金等調整前当期純利益又は当期純損失（△） 493 △ 3,314

法人税、住民税及び事業税 31 314

法人税等調整額 61 △ 235

少数株主利益又は少数株主損失（△） △ 36 0

当期純利益又は当期純損失（△） 437 △ 3,394

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※上記製品画像はイメージです。贈呈製品とは異なる場合がございます。

オンキヨー公式総合ショッピングサイト ハイレゾ音源配信サイト

財務諸表ワンポイント解説
● 売上高について

PC事業会社および米国販売会社が持分法適用関連会社と
なったこと等により、前年同期に比べ78億75百万円減少
しました。

● 営業利益、経常利益について
徹底した経費削減やレアアース等原材料価格の安定、原
価低減活動等により、営業利益は前年同期に比べ30億23
百万円増加し、経常利益につきましても前年同期に比べ
28億48百万円増加しました。

CONSOL IDATED F INANCIAL  STATEMENTS

当社では、株主の皆様からのご支援に感謝するとともに、「今
後もより多くの皆様に当社事業へのご理解とご支持をいた
だくこと」や「音楽文化へ貢献すること」を目的として、株主
優待制度を実施いたしております。このたび、当社株式の魅
力を一層高め、中長期的に当社株式を保有していただけるよ
うに、より利用しやすい制度へと大幅に見直しを図りました
ので、是非ご利用ください。
また、今回の拡充の一環といたしまして、3月末日時点で300
単元以上保有の株主様対象にオンキヨー製品を贈呈いたし
ます。（ご希望者のみ）

TOP ICS

株主優待制度の拡充に関するお知らせ



79.0%

14.1%

8.1%

3.9%

買い増し
長期保有

その他 3.9%

一部売却
全部売却

27.6%

38.4%

12.6%

35.4%

4.8%

マスコミを活用した企業メッセージの発信
ビジネスレポートなど印刷物の充実

ホームページの情報充実

その他
会社説明会の開催

36.9%

31.2%

23.4%

20.7%

20.4%

インタビュー（P3～6）
事業の概況（P2）
トピックス（P7）

トップメッセージ（P1）
四半期連結財務諸表（P8）

32.4%

32.1%

54.4%

33.9%

業績の説明

新技術情報
新製品情報

38.1%

株主優待

経営方針

第 3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
17.4%

40歳～49歳
17.1%

～29歳
7.5%

回答なし
4.2%

60歳～69歳
22.0%

70歳～
17.1%

男性
79.0%

女性
15.3%

回答なし
5.7%

50歳～59歳
14.7%

会社概要 株式の概況 アンケート結果のご報告
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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
2,628,539,000円
2,149名 

連結子会社

国　内
デジタル・アコースティック株式会社、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、
DO株式会社

海　外
Onkyo Asia Electronics Sdn.Bhd.、Onkyo Europe 
Electronics GmbH、Onkyo China Ltd.、広州安橋国光音響
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
オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社、プラス産業株式
会社、株式会社CO3、株式会社ティアックシステムクリエイト

海　外
Onkyo U.S.A. Corporation、S&O Electronics (Malaysia) 
Sdn.Bhd.、Flexi Acoustics Sdn.Bhd.、Moneual Onkyo 
Lifestyle Inc.

当社株式についての方針

興味を持たれた記事 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/

（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）

（上位 5 位 複数回答）

ご協力ありがとうございました。

　 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．特集 スペシャル対談（P３～６）　５．トピックス（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
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。

アンケート項目

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 28.06

ギブソン ギター コープ 8,240,200 13.39

ティアック株式会社 5,833,300 9.48

大朏直人 4,000,000 6.50

シークス株式会社 2,000,000 3.25

※持株比率は自己株式（400,350株）を控除して計算しております。

事業所

東京オフィス、オンキヨー技術センター

発行可能株式総数 100,000,000 株
発行済株式の総数 61,903,165 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 11,102 名

所有株式数別
分布状況

所有者別
株式分布状況

外国人
25名

9,130,206株
14.75％

証券会社
23名

1,010,726株
1.63％

金融機関
8名

1,576,700株
2.55％

自己名義株式
1名
400,350株
0.65％

個人・その他
10,931名
23,592,542株
38.11％その他国内法人

114名
26,192,641株

42.31％

1単元未満
2,990名

218,288株
0.35％

1単元以上
4,206名

830,655株
1.34％

1,000単元以上
19名

4,112,300株
6.64％

5,000単元以上
10名

40,765,537株
65.85％

自己名義株式
1名

400,350株
0.65％

100単元以上
373名
6,542,877株
10.57％

10単元以上
2,249名
4,111,649株
6.64％

50単元以上
369名
2,334,170株
3.77％

500単元以上
31名
2,004,223株
3.24％

5単元以上
854名
583,116株
0.94％

（平成25年 3 月31日現在） （平成25年 3 月31日現在）
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大株主

ア ン ケ ートの お 願 い



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 25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

3960

キ
リ
ト
リ
線

5 4 1 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。）

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　　　　　）

【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。

〒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/
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