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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。

2014年度上期のAV市場におきましては、ハイレゾとドルビーアトモスと
いった新しい価値・感動をもたらすテクノロジーが大きく取り上げられ、
停滞傾向にある市場に新しい光が差し込んでまいりました。同時に、
当社もこれらの技術の進歩に対応した新製品をいち早く市場に導入
し市場を牽引することとともに、他社との差別化を図ることによって独自
の成長戦略を描いてまいりました。

一方、当社グループの組織に関しましては、子会社を集約することに
より投資資本の分散を防ぎ、さらに、本部長制を導入することによって
各事業におけるシナジー創出を目指しております。今後市場の変化や
技術の進歩が速度を上げる中でも、当社が業界や市場の先駆者と
なるべく強固な企業体を構築してまいります。

当社の経営理念「VALUE CREATION」に基づき、新製品の開発や
他社との提携もさらに深化させ、お客様や市場に対して新たな価値
創造を推進してまいります。今後ともご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

お客様と感動の架け橋を目指して

代表取締役社長 大
おお

朏
つき

 宗
むね

徳
のり

（平成26年 4月1日～平成26年 9月30日）

事業別概況

国内市場におきましては、消費税増税後の需要回復が遅れていることなどに
より、売上高は22億７百万円となりました。また、海外市場におきましては、
新製品のソフトウェアアップデートの開発が遅延したことや、欧州市場で競合
他社の旧製品の処分が夏場まで続き、当社製品の相対的な割高感による店頭
販売の不振などにより、売上高は86億29百万円となりました。以上の結果、AV
事業の売上高は108億37百万円となり、セグメント損益は3億66百万円の損失
となりました。

AV事業
10,837百万円
（70.0％）

OEM事業
4,636百万円
（30.0％）

15,473
連結売上高

百万円

　当累計期間における当社の外部環境は、米国での景気はおおむね堅調な推移を続けて
いるものの、欧州経済はウクライナ情勢を機にその脆弱性が露見し、不透明感が強まって
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傾向は顕著と
なり、グローバル経済全体として景気下振れリスクが払拭できない状況が続いており
ます。また、国内経済についても、消費税増税後の反動や相次ぐ自然災害の影響などに
より、耐久消費財市場の回復は予想以上に緩やかなものにとどまっております。 
  このような事業環境の下、主力のハイレゾ音源対応AVレシーバーのラインナップに
3次元立体音像を実現するドルビーアトモス機能を搭載するとともに、4Kテレビ等の
新規格に対応する機能を充実させるなど、ユーザーに新たな価値を提案する新商品群
を順次市場投入いたしました。しかし、消費税増税後の国内需要の伸び悩みとソフト
ウェア開発遅延による新製品の市場導入の遅れなどにより、当第2四半期連結会計期間
の売上高につきましては減収となり、154億73百万円となりました。営業損失につき
ましては、売上高の減少による売上総利益の減少などにより、11億65百万円となり
ました。

事業別売上高構成比

AV
事業

OEM
事業

車載用スピーカーが堅調に推移したことに加え、PC用のマイクロスピーカーの
受注が増加した結果、売上高は46億36百万円となりました。また、セグメント
損益は、利益率の低い製品の受注が増加したことや中国内工場の集約に伴う
生産移管費用の増加などにより、1億66百万円の損失となりました。

事業の概況 REVIEW OF OPERATIONSトップメッセージ

TOP MESSAGE   
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SPECIAL ISSUE

宮城／当期において、当社ではドルビーアトモス対応
製品の拡販が重要戦略です。なぜなら、AVレシーバー
を中心としたホームシアターカテゴリが当社の売上を
牽引しており、今回のドルビーアトモスという新技術
は長年変化の少なかった同カテゴリを大きく変える
力があるからです。当社ではいち早くその重要性を
認識し、世界でいち早くドルビーアトモス対応のAV
レシーバーを販売開始しました。

関してはソフトに比べ露出は多くありません。当社の
今後の成長戦略として、ハードの露出をいかに増やす
かが重要になってくると考えております。

宮城／露出を増やすとともに、製品としても今後さら
に発展を加速していく必要があると考えており、それ
はドルビーアトモスにおける考え方とも共通しており
ますが、「いかに簡易的に楽しめる環境を提供して
いくか」ということです。ポータブル端末などの登場
によって顧客層は以前に比べ若年層にも拡がっていま
す。しかし、依然としてハイレゾの一般的な音源として
の認知はまだ浸透途中といえます。ハイレゾが一般的
に普及するためのハードルとして、当社では、ハード
の容量の大きさや準備の複雑さがあると考えており
ます。そういった諸問題を解消するために、当社だけ
ではなく、例えばパナソニック社のディーガがあれば
楽しめるようになるとか、NTTドコモ社のスマート
フォンだけで楽しめるようになるなど、他社との協業
も含めていかに簡単にハイレゾを聞く環境を整える
かが重要になってきます。

中野／また、海外で日本のハイレゾのロゴマークが承
認されたことからもわかるとおり、日本に続いて海外
でもハイレゾ市場は拡大していくことが予想されま
す。当社にて、ソフトとハード、言い換えれば、音の
入口から出口までを一貫してお客様に提供すること
で、お客様の音楽の質を高めると同時に、当社も成長
していきたいと考えております。

宮城／当社では、簡易的にドルビーアトモスを楽しむ
ための一つの施策として、「イネーブルドスピーカー」
と呼ばれる天井に設置しなくても音を反射させること
で、ドルビーアトモスの技術を楽しめる製品によっても
他社との差別化を行っています。こういったハード
による新たな再生環境を当社が他社より一歩先に提供
することで、ドルビーアトモスの市場が拡大し、当社
の利益にも大きく寄与してくると考えております。しかし
ながら、現在はドルビーアトモスに対応した映画等の
ソフト数が少ないため、お客様に魅力を充分に伝え
られていないのが現状です。そこで、ハードを提供する
当社としても配給業者などに対してアプローチする
ことはもちろん、当社の試聴施設を一般のお客様に
開放してユーザーに新しい体験の場を提供していく
ことも重要な役割の一つです。

中野／海外と比較して、日本にはドルビーアトモスに
対応した映画館は多くありませんので、ハードを購入
するきっかけを増やすために、今後気軽にお客様が
体験できる施設が増えていくことを期待しております。

中野／当社がハイレゾという分野で一層成長をしていく
ためには、ソフト（配信）とハードの両輪で市場にア
プローチしていく必要があります。当社はおかげさま
で、e-onkyo musicによってソフトという分野では注目
されています。一方で当社のハイレゾ対応のハードに

中野／世界でいち早く販売したことも重要ですが、当社
のAVレシーバーはディーラー様からの評判もよく、音質
や品質にもご満足頂ける製品がお客様にお届けできて
いると確信しています。ただし、ドルビーアトモスが
ホームシアターというカテゴリを変化させるもので
ある一方、再生にはスピーカーが多数必要で設置が煩雑
という従来からの課題は解決できておりません。むしろ、
天井にもスピーカーを設置する必要があるため、従来
よりもスピーカーの数は増加する傾向にあります。
そこで、当社はいかに簡易的にドルビーアトモスを
楽しめる環境を提供できるかが大きなミッションです。

中野副社長および宮城執行役員にオンキヨーグループの現状と今後の戦略についてインタビューを行いました。
宮城執行役員は当社グループの再編に伴い、平成26年11月1日に
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー株式会社の社長に就任しております。

近年、ハイレゾが大きく流行し始めた印象が
ありますが、今後の展開はいかがでしょうか。

当期の注力製品についてお聞かせください。

特　集 スペシャル対談

代表取締役副社長　中野　宏 執行役員 宮城　謙二



5 Business report 6Business report

TOPICS

パイオニア株式会社との提携について
当社はパイオニア株式会社（以下、「パイオニア」と
いいます。）との間で資本業務提携契約を締結いたし
ました。平成27年7月までを目処に、当社がパイオニア
のホームAV事業を行うパイオニアホームエレクトロ
ニクス株式会社を完全子会社化し、その後当社のホーム
AV事業と統合を行います。両社のブランドを継続しな
がら事業規模の拡大を目指し、新たな価値を市場に
提供してまいります。

SPECIAL ISSUE

中野／当社の主軸であるAV市場は、右肩上がりの市場、
いわゆる成長市場ではありません。しかし一方で、市場
の大きさに比べて、参入企業の過多と製品の差別化の
難しさから競争が激しい市場です。製品の差別化が
難しいということはすなわち、どの企業も酷似した
ノウハウを所有していることになります。そのため、
今回で言えば当社とパイオニア社とが共同で生産や
開発を行うことで今まで以上に合理的な企業運営を
行うことが可能になります。

宮城／製品カテゴリは似ている一方で、両社のブラン
ドイメージは異なっています。パイオニア社のブラン
ドはオーディオ以外にも多岐にわたる製品を出している

こともあり、広く一般的です。逆に当社のブランドは
広く一般的ではないものの、深くお客様の心に入って
いると認識しております。そこで、両社のブランドを
うまく存続させることで、広く深く市場に参入する
ことができると考えています。また、ギブソン社やティ
アック社に関してはこの7月に3社共同のショールーム
を東京の八重洲という最高のロケーションにオープン
することができ、3社の製品を「弾く、録音する、再生
する」という世界観で見事に表現できました。

中野／お互いの強みを活かして新たなエクスペリエン
スが実現できたことは当社にとってもお客様にとって
も満足のいくもので、今後様々な企業と協業していく
上でも貴重な実績であることは間違いありません。ま
た、提携によるメリットとして、当社が得意としてい
ない地域では、提携先から販売を助けてもらうことも
できますし、逆もまた然りです。日本の人口減少によって
グローバル化を求められる現代において当社が海外の
現地企業と競うためには、やはりノウハウを持った
企業と協力することが最も合理的であり、効率的です。

中野／組織変更は企業を一層成長させるために行う
ものですが、今回の本部長制導入については、横割りで
コミュニケーションを取りたかったということが大きな
理由です。当社の売上規模を鑑みると縦割りにして事業
ごとに区分けを行ってしまうと、社員ごと、事業ごと

のシナジーが生まれにくくなり、コミュニケーションが
活性化しませんでした。そこで、本部長制にしてコミュニ
ケーションを活性化させることで新たなアイディアの
創出が図れ、より創造的な企業を目指せると考えました。
また、グループ再編については、事業の集約を目指し
ました。子会社がいくつかある中で、同様の業務を
行っている部門、会社が散見されました。それらを集約
して、子会社ごとの役割を明確化させることで当社
グループの効率化を目指します。

宮城／グループ再編の中で、明確化した役割を持つ子
会社の旗振り役を任されました※ので、競争が激化する
中でもそのスピードについていける子会社に成長させ
たいと考えております。そのためにもオンキヨーグルー
プという大きな枠で見るのではなく、オンキヨーエン
ターテイメントテクノロジー株式会社という一つのベ
ンチャー企業という意気込みで新しいことに挑戦して
いきたいと思っています。ご期待ください。
※平成26年11月1日付で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
社長に就任しています。

ギブソン社やティアック社に続いて、
最近ではパイオニア社とも提携しましたが、
これらの狙いや効果をお聞かせください。

当期に本部長制への変更や、グループ再編を
行いましたがこの狙いは何でしょうか。

特　集 スペシャル対談

平成26年7月2日に当社八重洲ビルに「Gibson 
Brands Showroom TOKYO」がオープン！
ギブソン、ティアック、オンキヨーによる最先端の
サウンド体験をお楽しみください。

詳細はwebページでご確認ください。

http://www.jp.onkyo.com/gibsonsr/
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（単位：百万円）（単位：百万円） 四半期連結損益計算書

科　目 当第2四半期（累計）
平成26年4月 1 日から
平成26年9月30日まで

前第2四半期（累計）
平成25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

売上高 15,473 17,091

売上原価 11,805 13,216

売上総利益 3,668 3,874

販売費及び一般管理費 4,834 4,699

営業損失 △ 1,165 △ 824

営業外収益 161 162

営業外費用 439 652

経常損失 △ 1,443 △ 1,315

特別利益 740 －

特別損失 2 －

税金等調整前四半期純損失 △ 704 △ 1,315

法人税、住民税及び事業税 30 35

法人税等調整額 △ 204 △ 151

少数株主損失 △ 55 △ 146

四半期純損失 △ 476 △ 1,052

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

本報告書は四半期報告書の数値、文章を基に作成しております。その後に公表さ
れる可能性がある訂正情報、業績予想の修正情報や決算の詳細につきましては金
融庁EDINETや当社ホームページの掲載資料にてご確認ください。

〈 財務諸表ワンポイント解説 〉
特別利益について
保有株式の売却により、729百万円の特別利益が発生いたし
ました。

科　目 当第2四半期末
平成26年9月30日現在

前期末
平成26年3月31日現在

資産の部

流動資産 19,528 18,391

固定資産    8,399 10,205

有形固定資産    4,292 4,413

無形固定資産 925 981

投資その他の資産 3,182 4,809

資産合計 27,928 28,596

負債、純資産の部

流動負債 17,896 15,327

固定負債 5,046 5,867

負債合計 22,942 21,194

株主資本 3,395 4,908

資本金 2,659 2,659

資本剰余金 2,262 2,262

利益剰余金 △ 1,473 39

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 1,276 2,045

その他有価証券評価差額金 128 739

繰延ヘッジ損益 14 △ 7

土地再評価差額金 318 318

為替換算調整勘定 814 994

新株予約権 22 22

少数株主持分 291 426

純資産合計 4,985 7,402

負債純資産合計 27,928 28,596

四半期連結貸借対照表

四半期連結財務諸表 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTSNEW PRODUCTS

Dolby Atmosがもたらす新次元シアターサウンド

先進技術に迅速に対応
強固なブランド確立へ

シアターサウンドの新しい規格「Dolby Atmos（ドルビー
アトモス）」は、これまでのホームシアターの概念を覆す圧
倒的なリアリティと空間再現力を誇ります。従来の前後左
右方向への音の動きに加え、垂直方向の音の移動を忠実に
再現、まるで天井から音が降り注ぐようなリアルで立体感の
ある音場空間を生み出します。当社はこのドルビーアトモス
機能を搭載したAVレシーバーを世界に先駆けて市場投入
しています。

また、この先進的なドルビーアトモスによる迫力のサウンド
をたくさんの方々に体感いただけるスペースを東京八重洲
のGibson Brands Showroom TOKYOに設置し、さら
にはこれまで一般公開されていないプライベートシアターで
も体感いただけるよう整備して、お客様のサウンド体験の
場をご提供するなど、新しい取組みも推進しています。

より手軽に Dolby Atmosをお楽しみいただける、
「Dolby Atmos イネーブルドスピーカー」もオンキヨー
では独自開発、天井へのスピーカー設置が困難な環境で
もお手持ちのスピーカーを活用して楽しむことができます。

マリンシアターGibson Brands Showroom TOKYO

従来の5.1chサラウンドによる
音場イメージ

Dolby Atmosによる
音場イメージ
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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
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会社説明会の開催
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経営方針
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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

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）

（複数回答）

（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～P６）　  ５．NEW PRODUCTS（P７）
６．四半期連結財務諸表（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。
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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。

アンケート項目

外国人
37名
14,390,564株
23.06%

証券会社
24名
1,564,008株
2.51%

金融機関
4名
1,832,100株
2.94%

自己名義株式
1名
403,584株
0.65%

個人・その他
10,873名
23,503,957株
37.67%

その他国内法人
107名
20,693,252株
33.17%

（平成26年 9月30日現在） （平成26年 9月30日現在）

第 4期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
17.0%

40歳～49歳
17.1%

～29歳
6.0%

未記入
5.1%

60歳～69歳
19.7%

70歳～
15.4%

男性
78.6%

女性
18.8%

未記入
2.6%

50歳～59歳
19.7%

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
1,695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 Europe 
Electronics GmbH、Onkyo Marketing Asia 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

海　外

Onkyo U.S.A. Corporat ion、S&O Electronics 
(Malaysia) Sdn. Bhd.、Flexi Acoustics Sdn.Bhd.、
Moneual Onkyo Lifestyle Inc.

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

谷本忠史 2,714,100 4.38

シークス株式会社 2,000,000 3.23

※持株比率は自己株式（403,584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 11,046 名

 事業所

 大株主

 所有者別株式分布状況

 連結子会社

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

 持分法適用関連会社

会社概要

（平成26年11月1日現在）

子会社状況

株式の概況 アンケート結果のご報告CORPORATE PROFILE STOCK INFORMATION STOCKHOLDERS VOICE
ア ン ケ ー ト の お 願 い



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 27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

1523
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【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。

4 1 7

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　　　　　）

〒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/


