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事業別概況

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。

2013年度におきましては、当社の経営理念である「VALUE 

CREATION」に基づき主力製品に軸足を置きながらも、

独自の技術やノウハウを活かした新規事業領域の拡大を推し

進めてまいりました。

今年度も「VALUE CREATION」を主軸として情熱を持ち

続け、新たな価値提案の実現にグループ一丸となって挑戦

いたします。当社製品をご愛顧いただいているお客様に対して

より一層ご満足いただける製品・サービスを提供していくこと

はもちろん、新たな価値提案によって新規市場・新規顧客の

創造を目指してまいります。

厳しい環境が続く今だからこそ、原点に立ち返り今まで以上に

お客様の心の琴線に触れる製品・サービスを通じて、さらなる

企業価値の向上を追求してまいります。今後ともご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

変わらないオンキヨーの情熱

TOP MESSAGE

国内市場におきましては、主力のミニ
コンポFRシリーズの新製品市場投入
やサウンドバーをはじめとする新
たなサウンドシステムの市場投入を
行った結果、売上高は55億53百万円
となりました。また、海外市場におき
ましては、新規参入したサウンドバー
やヘッドホンの市場導入が遅れる

AV事業
26,406百万円
（73.2％）

OEM事業
9,331百万円
（25.9％）

その他
322百万円
（0.9％）

連結売上高

百万円
36,060

2013年度において、外部環境は、米国全体の景気回復はゆるやかに進んでいる
ものの、コンシューマーエレクトロニクス市場においては市場価格の下落等厳しい
状況が続いています。欧州においては大きな改善は見られないまでも安定した状況
で推移し始めています。一方、中国や新興国の景気は成長を維持しているものの減速
気味で推移を続けております。また、国内経済については、輸出企業の業績が円安を
追い風に回復しておりますが、家電業界につきましては、海外メーカーとの競争と
デジタル家電の消費低迷が継続しており、極めて厳しい事業環境が続いております。 

このような事業環境の下、車載用スピーカーが好調に推移した他にも、ヘッドホンや
サウンドバー等ライフスタイル系商品の市場投入により、当期の売上高につきまし
ては増収となり360億60百万円となりました。営業利益につきましては、円安ドル
高の影響による円換算ベースでの製品原価の上昇と欧州市場での市況低迷に伴う
販売価格の下落、新ジャンル商品への市場参入に伴う販売促進費の増加などにより、
減益の2億91百万円となりましたが、黒字化を実現いたしました。

 事業別売上高構成比

REVIEW OF OPERATIONS

代表取締役社長 大
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車載用スピーカーが堅調に推移し、売上高
は93億31百万円となりました。また、セグ
メント損益は、中国への生産移管による
原価低減効果や国内生産子会社のEMS

事業による黒字化などが寄与した結果、4億
10百万円の利益となりました。

一方、欧州では市場が低調に推移し
販売価格の下落がみられましたが、
円安による為替の影響などにより、
売上高は208億53百万円となりました。
以上の結果、AV事業の売上高は264億
6百万円となり、セグメント損益は19

億10百万円の利益となりました。
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スペシャル対談特　集 SPECIAL  ISSUE

山下：ファイルの容量等に制約されることがなくなり、CD

等のメディアの規格に合わせるために音源を圧縮すること

なく、より原音に近い形、よりアーティストが表現したかった

形のままでお客様の元へお届けすることができるように

なったことが大きいですね。アーティストはもちろんスタ

ジオにいるエンジニアの

意識も今までと変わって

きたと思います。

大瀧：確かにそうですね。

実際にe-onkyo music

ではアーティストや、クリ

エイターから自分の歌や

演奏をハイレゾで配信

して欲しいという依頼が増えていると聞きましたが？

山下：アーティストの事務所やレコードレーベルからのお問

い合わせは以前よりも圧倒的に増えていますね。2012年の

夏からメジャーレーベルが相次いでハイレゾ楽曲の提供を

増やしたことにより、e-onkyo musicの売上は格段にあがり

ましたね。また、他社もハイレゾを強く推し出し始めたこと

によって市場での認知度も上がり、コンテンツも充実して

きました。

大瀧：最近では対応するハードも数多く発売され、相乗効果

が生まれています。ただ、音源などのソフトは技術の進歩に

よって良くなっていると思いますが、ハードがソフトの技術

ふくらみを再現できていますね。生楽器や声楽はハイレゾの

質感がより実感できます。

大瀧：同感です。私が好きなジャズでは、ハイレゾの音の

立ち上がりの良さやリアルな音像などは、なんともいえない

魅力です。従来の音源よりも音にメリハリがあって、音楽を

聴いていても非常に楽しめますね。

大瀧：ハイレゾ音源というのはある意味、音の4Kだと思って

います。

山下：そうですね。CDより情報量が多いため、ダイナミック

レンジが広く微細に表現できるようになったり、可聴領域外

の音も再生できることになったりといったことによって、音の

ほど変えられていない。そこは当社にとっても課題ではある

し、オーディオ業界にとっても今後の課題になってくると

思っています。しかし、ハードも少しずつ変化してきていて、

日本ではポータブルヘッドホンアンプなどが流行りはじめ、

ハイレゾがより聴きやすい環境に、いわゆる「カジュアル化」

しはじめました。

山下：カジュアル化したことによって顧客層も変わってきま

したね。当社がハイレゾを始めた当初は、オーディオに対

してこだわりを持つ方が主要なお客様でしたが、現在は様々

なお客様にハイレゾを楽しんでいただいているというよう

に感じます。

大瀧：ハイレゾに関しては日本が最も進んでいます。それは

なぜかというとハイレゾ音源の充実・拡大とともに、今話した

ようなヘッドホンアンプや当社のCR-N755のようなミニ

コンポなど手軽にハイレゾ

をお楽しみいただける製品

がお客様に受け入れられた

からです。ですから、日本

を基点に世界へというのが

今の当社の目標です。実際に海外では配信で音楽を聴く文化

が定着していますので、ハイレゾの素地はあります。そして、

ダウンロードであればハイレゾ音源、e-onkyo musicには、

執行役員  営業・マーケティング本部長
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オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社 
代表取締役社長

山
やま

 下
した

  慎
しん

 介
すけ

［音の入口から出口まで］
オンキヨーのハイレゾ戦略

ハイレゾ音源とはどのようなものでしょうか？

ハイレゾの登場によって何が変わったのでしょうか？

▲ e-onkyo music WEBサイト

▲ CR-N755

日本のハイレゾ市場と比較して
海外はどのような状況でしょうか？

左：山下 慎介　右：大瀧 正気

※役職等は対談日時点のものであります。

ハイレゾ音源とは、PCM24bit、あるいはDSD1bitなどの、CDを
圧倒的に上回る情報量を持つ音楽データです。つまり、CDと比較
して格段に細やかな音の表現ができる音楽データを指します。
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スペシャル対談特　集 SPECIAL  ISSUE

高い実績がありますので、是非

海外でも活躍して欲しい。

山下：欧米の現地の担当者と

話していても、ハイレゾに対

する意識の高まりを感じます。

ただし、日本と海外では文化

やビジネスモデルが違います

ので、それぞれの国ごとの展開

方法を検討する必要があると

考えています。ただ、海外で

も良い音で聴きたいという需要は確実にありますので当社が

グローバルで活躍するチャンスはあると思います。

大瀧：毎年年初に行われる全米家電見本市のCESでも、今年

はハイレゾのデモが行われましたし、海外でもハイレゾブーム

がくると期待しています。そのブームを当社が先頭で起こ

せるようソフト・ハードの両面から提案できるようにして

いきたい。

大瀧：文化や音楽に対する視聴スタイルの違いをしっかりと

把握し、マーケティングとソーシャルを活用していくことが

重要だと思っています。SNSを通してお客様と対話し、オフ

ライン、オンラインともにチャネル戦略を強化することも

今後は重要になっていくと思っています。

山下：現在、e-onkyo musicの海外展開について様々な方々

ストなど様々な関係者と協業ができるようになったことは

当社にとってプラスですね。

山下：サービス提供側の意見としては、今よりも聴き方の

バリエーションを増やしても良いと思いますね。例えば、

今ハイレゾを聴く場合には、アンプとスピーカーを揃えて

静かな部屋で、というようなスタイルが多いと思います。

しかし、今後は、カジュアルに聴くスタイルでもその音源

が実はハイレゾ、というような世界を作ることができれば

今よりもハイレゾに触れる人が増えると思うし、コンテンツ

の裾野も広がると思います。

大瀧：そういった世界を作るためにも、ソフトと対応ハード

と検討をしています。その時に大事なことはソフトだけで

なくハードも一緒に海外に持ち込むということ。再生する

機器も一緒に提案しないと意味がないですからね。

大瀧：また、セールストークや展示の見せ方をしっかりと

売り場にトレーニングしていくことが最も重要だと思って

います。ハイレゾ体験のようなユーザーエクスペリエンスが

重要な提案は国内でコツコツ培った手法を展開していき

たい。

大瀧：音の入口（音源）から出口（スピーカー）まで一貫

して当社の製品とサービスで良い音をお楽しみいただくと

いうオンキヨーワールドを構築していくのが目標です。

山下：当社の場合はさらに協業先であるギブソン社の楽器

での演奏や、ティアック社のタスカム製品で録音するなど、

ハイレゾに関して「再生」という枠を超えて、幅広いお客様

に対して多くの提案が可能

になる環境が整ってきました。

「モノ」だけでなく「コト」

を提案していきたいと思っ

ています。

大瀧：やっぱり、協業という

中で今までお付き合いの

なかった楽器店やアーティ

との連携強化が急務になっています。加えて、ユーザーエクス

ペリエンスを向上させていきたい。それは、本来の意味合い

でもある「驚き」だけじゃなくてユーザビリティ、使いやすさ、

手軽さという面も必要になってきます。

山下：確かに当社の製品にしても今よりも簡単に使えるよう

になったり、ハードとソフトの間で簡単に連携できるように

なったりしたら、オンキヨーワールドの実現にも一歩近づき

ますね。

大瀧：今年はハイレゾをきっかけに音を楽しむことができる

世界、オンキヨーワールドを実現していきたいですね。オンキヨーのハイレゾは
今後どのような展開を目指すのでしょうか？

海外でハイレゾをどのように展開していくのでしょうか？
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トピックス

連結貸借対照表
科　目 当　期

平成26年3月31日現在
前　期

平成25年3月31日現在

資産の部

流動資産 18,391 17,874

固定資産    10,205 9,413

有形固定資産    4,413 4,484

無形固定資産 981 949

投資その他の資産 4,809 3,979

資産合計 28,596 27,287

負債、純資産の部

流動負債 15,327 16,887

固定負債 5,867 4,220

負債合計 21,194 21,107

株主資本 4,908 5,402

資本金 2,659 2,628

資本剰余金 2,262 2,232

利益剰余金 39 594

自己株式 △ 53 △ 52

その他の包括利益累計額 2,045 274

その他有価証券評価差額金 739 465

繰延ヘッジ損益 △ 7 △ 171

土地再評価差額金 318 316

為替換算調整勘定 994 △ 335

新株予約権 22 22

少数株主持分 426 479

純資産合計 7,402 6,179

負債純資産合計 28,596 27,287

（単位：百万円）（単位：百万円） 連結損益計算書

科　目 当　期
平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

前　期
平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

売上高 36,060 35,538

売上原価 25,724 25,913

売上総利益 10,335 9,625

販売費及び一般管理費 10,044 8,884

営業利益 291 740

営業外収益 205 515

営業外費用 948 872

経常利益又は経常損失（△） △ 451 384

特別利益 131 236

特別損失 73 128

税金等調整前当期純利益又は当期純損失（△） △ 394 493

法人税、住民税及び事業税 190 31

法人税等調整額 △ 20 61

少数株主損失（△） △ 104 △ 36

当期純利益又は当期純損失（△） △  459 437

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

TOP ICS

高い生産技術を活かして新分野へ挑戦 コールセンターを中核とした総合サービスの拠点

国内生産工場の現況

国内製造業における生産体制はコスト競争力の低下から恒常的な赤字体質を招き、
生産拠点の海外移転や閉鎖が加速、国内生産の空洞化を招いています。しかし、当社
の国内生産工場ではこれまでに培った生産技術やノウハウを活用して新分野への業態
変更を行い、営業利益、経常利益、純利益のすべてにおいて今期黒字化を達成して
います。

三重を拠点とする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は、高いオーディオ生産技術や品質管理ノウ
ハウを基盤にして、早くからオーディオ機器以外の新規カテゴリ
製品の生産に取り組んでまいりました。昨今、国内でエネル
ギーへの関心が高まる中、省エネ機器等の生産を手掛けてまいり
ましたが、さらに今期新たに「ONKYO ELE」ブランドを立ち
上げ、HEMS※関連機器の開発/生産に積極的に取り組みはじめ
ました。また、オンキヨーのブランド力を活用しグループ会社の
販売網を活かして事業の成長を目指してまいります。

※HEMS…Home Energy Management System

鳥取を拠点とするオンキヨー
トレーディング株式会社はAV/

PC製品のコールセンター、修理
センターとして当社グループの
国内サービス拠点として重要な
役割を果たしています。
近年はその充実したカスタマー
サポート体制と、ISMS27001

認証取得による強固な情報セキュリティで個人情報の取り扱い
にも万全の体制を整え、異業種のコールビジネスや営業サポート
業務などの受託に加え、検証業務（ソフトウエア検証）などの新規
事業分野への取り組みも推進しております。

LED照明

HEMS 蓄電池

エネルギー関連
省エネ

エネマネ 蓄エネ

サービス
事業

コール
事業

新規
事業



77.4%
16.0%

8.5%
6.6%

買い増し
長期保有

その他 3.8%
一部売却
全部売却

31.1%

33.0%

19.8%

32.1%

3.8%

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

マスコミを活用した企業メッセージの発信

その他
会社説明会の開催

43.4%
30.2%
29.2%

23.6%
20.8%

事業の概況（P2）
四半期連結財務諸表（P8）
取締役インタビュー（P3～6）

トピックス（P7）
株式の概況（P9）

34.0%
24.5%

50.9%

35.8%
株主優待

新技術情報
新製品情報

48.1%
業績の説明

経営方針

第 4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
13.2%

40歳～49歳
13.2%

～29歳
8.5%

未記入
4.7%

60歳～69歳
16.0%

70歳～
22.6%

男性
82.1%

女性
17.0%

未記入
0.9%

50歳～59歳
21.8%

CORPORATE PROF ILE
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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
2,659,094,000円
1,875名 

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、オンキヨークリエーション株式会社

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、ティアックオンキヨーソリュー
ションズ株式会社

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

海　外

Onkyo U.S.A. Corporat ion、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。

よろしければ性別・年齢をご回答ください。
性別　 男  ・  女　　年齢（　　　　）才

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
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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 27.84

ギブソン ブランズ インク 13,440,200 21.68

大朏直人 4,000,000 6.45

シークス株式会社 2,000,000 3.22

谷本忠史 1,241,200 2.00

※持株比率は自己株式（402,691株）を控除して計算しております。

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 62,387,465 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 11,368 名

所有株式数別
分布状況

所有者別
株式分布状況

外国人
41名

14,444,624株
23.15％

証券会社
29名

2,590,277株
4.15％

金融機関
4名

1,850,000株
2.97％

自己名義株式
1名
402,691株
0.65％

個人・その他
11,175名
22,253,173株
35.67％

その他国内法人
118名
20,846,700株
33.41％

1単元未満
2,853名

202,674株
0.32％

1単元以上
4,741名

884,753株
1.42％

1,000単元以上
17名

3,453,423株
5.54％

5,000単元以上
12名

43,207,737株
69.26％

自己名義株式
1名

402,691株
0.65％

100単元以上
340名
5,952,909株
9.54％

10単元以上
2,197名
3,881,736株
6.22％

50単元以上
332名
2,110,063株
3.38％

500単元以上
28名
1,730,000株
2.77％

5単元以上
847名
561,479株
0.90％

（平成26年 3 月31日現在） （平成26年 3 月31日現在）
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 事業所

 大株主

 連結子会社

 持分法適用関連会社

◆ アンケートのお願い ◆



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 27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

445
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5 4 1 8 7 9 0 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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