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トップインタビュー

ホームシアター全体でも20％弱に過ぎません。一方
でiPodの登場以来、デジタルオーディオプレイヤー
（DAP）は一気にユーザーを取り込み、スマートフォン
の普及も相まって音楽を楽しむ場所は自宅からアウト
ドアへと変化しています。それに関連して、特にヘッド
ホンは販売店の売り場を見れば一目瞭然ですが、もの
すごい勢いで市場が拡大しており、DAP、Bluetooth
スピーカーなどポータブル関連機器と合わせると、
現在その市場はAV市場の半分以上を占めています。

ユーザーが取扱う音楽コンテンツとしてデジタル
ファイルが主流になり、海外のPC周辺機器メーカー
からDAPのようなポータブル製品が多数発売されて
おりますが、残念ながら国内AVメーカーのほとんど
はこの分野で遅れを取っています。しかしここ数年、
従来にない高品位なデジタル音源である「ハイレゾ
音源」がユーザーに徐々に認知されるに従って、より
いい音で音楽を楽しみたいというニーズが若い人達
の間にも増えてきています。このような状況は、長年
オーディオ技術に磨きをかけてきた国内メーカー
への追い風となっていることは間違いありません。

当社グループを取り巻く市場環境は依然厳しい状況が続いて

います。しかしながら急速に変化する市場ニーズに柔軟に対応

すべく様々な施策を講じております。中でも、平成27年３月に

パイオニアのホームAV事業を中心とした事業を統合し、加えて

子会社の再編を行ったことは当社の歴史の中でも大きな転換期

でした。そこで当社グループが目指す今後の展望について、代表

取締役社長CEO 大朏宗徳がご説明いたします。

グループ再編による
抜本的構造改革を実施
事業の深化と進化を目指す

代表取締役社長 CEO
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平成27年3月期を振り返ってみますと、当社はいち
早くDolby Atmosに対応したAVレシーバーを開発、
他社に先駆けて販売を開始しましたが、対応ソフトが
年末商戦に出揃わないなどの理由でクリスマス商戦が
低調に終わり、当初予定していた販売が見込めません
でした。しかし、国内ではハイレゾ対応ミニコンポや
ヘッドホンアンプが好調に推移し、売上高は前年から
少し下回る程度にとどまりました。結果的に営業経費
や統合に関連したコストなどが想定以上に発生した
ため、十分な対応ができないまま最終的に業績を圧迫
したことを、真摯に受け止めており
ます。

AV市場は縮小傾向で将来は暗いとイメージされがち
ですが、世界市場全体を分析してみれば、決してそう
ではありません。当社では世界のAV市場は約3兆円
規模と見込んでいますが、国内メーカーの主力製品と
されているAVレシーバーの占有率はその5％程度、

平成27年3月期の業績について

AVの市場規模は決して縮小していない
ヘッドホンやポータブル機器市場は成長中

デジタルオーディオ機器の世界においても
オーディオメーカーが主導権を握ります

Dolby Atmos対応
AVレシーバー
TX-NR636 イネーブルドスピーカー

SKH-410

カテゴリ別
構成比

世界のAV市場
 （2013年オンキヨー調べ）

シアター
17%

Hi-Fi
25%

DAP
26%

ヘッドホン／BTスピーカー
32%
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トップインタビュー

事業シナジーの最大化を推進し、パイオニア、オンキヨーブランドを強化。
もっと音楽を楽しんでいただくための新提案、新製品を創出します。

オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ㈱
［ ヘッドホン等のライフスタイル企画商品事業、高品質音源等のコンテンツ事業、

セールスプロモーション、CRM事業 ］

オンキヨー㈱

オンキヨー＆パイオニア㈱
［ AV製品の企画・開発・製造・販売 ］

■ 主な協業先

オンキヨー＆パイオニアテクノロジー㈱
［ AV製品の設計・開発 ］

オンキヨー＆パイオニア
マーケティングジャパン㈱

［ 国内販売 ］

Pioneer & Onkyo
Marketing Asia Ltd.

［ 中国を中心とするアジア地域販売 ］

Pioneer & Onkyo
U.S.A. Corporation
/ONKYO U.S.A. CORPORATION
［ 北米地域販売 ］

Pioneer & Onkyo
Europe GmbH
［ 欧州地域販売 ］

Gibson Brands,
Inc.

Gibson Innovations
Limited ティアック㈱パイオニア㈱

Imagination
Technologies Limited 7digital Limited シバントス㈱

（旧シーメンス ヒヤリング インスツルメンツ㈱）

さらに当社グループで運営しているe-onkyo music
が国内最大手のハイレゾ音源配信サイトとして成長
していることも好材料となり、ハードウェアから
ソフトウェアまで、つまり「音の入口から出口まで」
手掛ける我々が市場をリードしていく絶好のチャンス
だと思っています。

このような環境の中、当社グループには現在大きな
課題が二つあります。一つは、AVレシーバーやHi-Fi
オーディオといった「従来カテゴリ製品の強化」です。
もう一つは、今後当社グループがさらなる成長を
するために、市場の半分を占めるDAPやヘッドホン
といった、「新しい分野の市場開拓」です。先ほど申し
上げたとおり、特に国内ではハイレゾが大きな注目
を集めており、おかげさまでe-onkyo musicの配信
サービスの売上は2012年以降年率200％～300％で
伸長し、今年からは海外配信も開始しました。また、

ハイレゾに対応したAV機器の市場も拡大しています。
今後この市場は海外にも拡大することは間違いない
と予測していますので、ハイレゾ音源をよりいい
音で簡単に楽しめるような製品やソリューションを
提供していくことは当社グループとして自然な流れ
です。

ただ、常に変化する市場に柔軟に対応し、音楽市場
全体を視野に入れたフィールドで存在感のある製品
やサービスを生み出していくには、当社グループだけ
では難しく、当社にはない他社の優れた面を取り
入れていく必要があると考えています。
中でも今回実施したパイオニアグループのホームAV
事業を中心とした当社グループとの統合は、当社に
おいて歴史的に大きな決断でした。この統合で、
オンキヨー、パイオニアの両ブランドはどうなるのか
と、よく問われますが、両ブランドとも継続していき
ます。オンキヨー＆パイオニア株式会社（旧パイ
オニアホームエレクトロニクス株式会社）がホーム
オーディオ関連機器を手掛けますが、オーディオ事業
本部とシアター事業本部を設け、それぞれが責任を
明確にする組織体制としました。生産や開発など共通
する部分のオペレーションコストは確実に効率化でき
ますので、その上で両ブランドそれぞれの特長を
活かしながら、製品ラインアップを最適化して、利益
確保を目指します。また、DAPやヘッドホンといった
新規分野の事業についてはオンキヨー＆パイオニア
イノベーションズ株式会社（旧オンキヨーエンター

オンキヨーグループ AV事業、デジタルライフ事業 新体制図

従来のカテゴリ製品はより強化。さらに
新規カテゴリ製品の市場開拓を目指します

パイオニアグループとの統合による効率化と
新規分野の開拓でエコシステムを構築



トピックス

5  Business report  Business report 6

2012 2013 2014

e-onkyo music
 販売推移

アルバム販売
単曲換算
単曲販売

PC性能の向上とともにデジタル音楽コンテンツ
の高品位化を予測し、2005年8月からハイレゾ
音源の配信を開始しています。大手レコード会社
の音源を本格的にハイレゾで配信開始した2012
年頃より、e-onkyo musicの業績は飛躍的に
伸長を続けています。2013年5月にハイレゾ音源
配信専門サイトとしてリニューアルし、2015年に
は海外配信も開始しました。ティアックとの協業に
よるライブ音源の収録・独占配信や、ハード機器
との連携を見据えたサービスの向上にも継続して
取組んでいます。

トップインタビュー

URL http://www.onkyomusic.com/

ハイレゾ音源配信サイト好調
海外展開も開始してさらなる躍進へ

（米、独、英にて配信中）

海外配信サイト

活かした協業を深化させていきます。もちろんギブ
ソンやティアックとの協業も継続していきますし、
今後とも必要に
応じて他社との
協業を検討して
いくつもりです。

一方、当社の重要なビジネスのひとつであるB2B
事業、すなわち車載用スピーカーユニットを中心と
した、他社ブランド製品のOEM事業についても新たな
施策を講じています。フォスター電機で社長経験が
ある宮田氏を2015年４月に顧問*2として迎え入れ、
B2B本部の責任者としてその手腕を発揮していただ
いています。 *2：役職等はインタビュー時点のものです。

OEM製品もAV製品と同様に当社の最大の武器である

「良い音作り」をベースにした、特長ある商品開発が
必要です。そして3年先、5年先、さらには10年先まで
の具体的な数値目標を掲げ、それを実現するための
具体的な施策を中長期的なスパンで計画立案し、営業、
技術、製造の各部門の責任を明確化することが重要
です。そして計画は実行しなければ意味がありません。
スピード感を持って最適のタイミングで商品を市場に
投入できるよう、営業、技術、製造が一体となり、確実
に利益を生む体制を作っていきます。「音を出す需要」
とともにノイズキャンセラーなどの「音を消す需要」
もあり、多様な市場がまだまだ広がっています。
スピーカーユニットはもちろんのこと、スピーカー
完成品やAV機器、さらにはその枠を超えた新しい分野
の商品開発にも挑戦をしていきたいと考えています。

音楽を含めたAV市場は常に目まぐるしく変化して
います。今トレンドとして市場を席巻している製品も
数年後には色褪せてしまい、また新しい製品に入れ
替わっていき、そのサイクルはどんどん短くなって
います。しかし、「音楽を楽しむ」という体験は昔も
今もそして将来もなくなることはないはずです。その
中でたくさんの人に愛され、人々の心を豊かにし生活
に彩りを与える魅力的な製品やサービスを通じて、
今後も存在感のある企業として継続し、その存在感
をさらに大きくしていくこと、それを我々の使命と
して事業に取組んでいきます。そして早急に利益創出
を実現し、株主の皆様にこれからも応援いただける
企業として成長していきたいと考えます。

テイメントテクノロジー株式会社）がe-onkyo 
musicのサービスとともに、新しいライフスタイル
製品を展開していき、オンキヨー、パイオニアブランド
を中心とする音楽再生の新しいエコシステムの構築
を実現していきます。

当社グループは2012年以降、他社との協業を継続
して推進していますが、世界的に著名なフィリップス
ブランドのAV事業を手掛けているギブソンイノベー
ションズ（旧ウークスイノベーションズ*1）が、昨年
ギブソンブランズの子会社となった経緯もあり、当社
と製品開発や販売において提携いたしました。今後
国内ではフィリップスブランドのAV製品を当社
グループが販売し、共同開発した当社ブランド製品
の海外における販売はギブソンイノベーションズの
広範な販売網を活用していくなど、お互いの強みを

他社との協業によるシナジー効果で
さらなる新しい挑戦を続けてまいります

B2B事業のさらなる強化に向け人材登用
中長期の具体的な目標を設定し責任を明確化

市場はどんどん変化していきますが
当社グループは常に新しい音楽体験を提供します

エコシステム イメージ図

ストリーミング配信

Onkyo HF PlayerDAP

Bluetooth
スピーカーヘッドホン

カーオーディオ

AV機器

パソコン

*1：2015年5月4日にウークスイノベーションズはギブソンイノベーションズに商号変更しています。

アクティブ
ノイズキャンセリング
ヘッドホン NC1
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連結貸借対照表

科　目 当　期
平成27年3月31日現在

前　期
平成26年3月31日現在

資産の部

流動資産 21,064 18,391

固定資産    8,013 10,205

有形固定資産    4,355 4,413

無形固定資産 880 981

投資その他の資産 2,777 4,809

資産合計 29,077 28,596

負債、純資産の部

流動負債 20,026 15,327

固定負債 5,565 5,867

負債合計 25,591 21,194

株主資本 1,490 4,908

資本金 3,498 2,659

資本剰余金 3,102 2,262

利益剰余金 △ 5,057 39

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 1,724 2,045

その他有価証券評価差額金 159 739

繰延ヘッジ損益 － △ 7

土地再評価差額金 334 318

為替換算調整勘定 1,230 994

新株予約権 22 22

少数株主持分 248 426

純資産合計 3,485 7,402

負債純資産合計 29,077 28,596

（単位：百万円）（単位：百万円） 連結損益計算書

科　目 当　期
平成26年4月 1 日から
平成27年3月31日まで

前　期
平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

売上高 35,563 36,060

売上原価 27,729 25,724

売上総利益 7,833 10,335

販売費及び一般管理費 10,450 10,044

営業利益又は営業損失（△） △ 2,616 291

営業外収益 173 205

営業外費用 1,039 948

経常損失（△） △ 3,483 △ 451

特別利益 1,535 131

特別損失 1,853 73

税金等調整前当期純損失（△） △ 3,801 △ 394

法人税、住民税及び事業税 168 190

法人税等調整額 208 △ 20

少数株主損失（△） △ 118 △ 104

当期純損失（△） △ 4,060 △  459

（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）事業の概況

OEM事業

AV事業 　消費税増税後の消費低迷が年末商戦にまで及び新製品の導入が来期にずれ込んだ
ものの、パイオニア製品の販売への寄与などにより、国内市場の売上高は前年
同期比93百万円減収の57億82百万円となりました。また、海外市場につきましては、
新製品開発が平成27年4月以降にずれ込んだことや、欧州市場でのクリスマス
商戦が低調に終わったこと等により、売上高は前年同期比6億35百万円減収の202億
17百万円となりました。以上の結果、AV事業の売上高は、ほぼ前年並みの260億円
となりました。一方、損益は、円安による原価高や在庫処分費用増加などにより
前年同期比25億86百万円減益の12億56百万円のセグメント損失となりました。

AV事業
26,000百万円
（73.1％）

OEM事業
9,562百万円
（26.9％）

連結売上高

百万円
35,563

　米国の景気は堅調に推移を続け景気回復が底堅いものとなっている反面、ドイツ
など一部の国と地域を除き欧州経済は低迷が続いており、中国や新興国の景気
については減速傾向が顕著なものとなっています。さらに、国内経済についても、
雇用状況は改善しているものの消費税増税の影響や円安による物価上昇などによ
り、消費は足踏み状態となっており、特に当社グループの主要市場であるデジタル
家電分野におきましては、国内・国外ともに大幅な消費改善は見られず、価格競争の
激化等、極めて厳しい事業環境が続いております。当期はパイオニア株式会社のホーム
AV事業ならびに電話機およびヘッドホン事業との統合を行い、抜本的な構造改革を
行うとともに従来事業の深化と新規事業分野の開拓を推進しております。この
ような事業環境の中、車載用スピーカーは堅調に推移したもののAV事業の不調が
継続しており、当期売上高は前期から微減の355億63百万円となりました。営業損益
は原価率の上昇や旧製品の処分費用に関わる販売費の増加などにより、26億16百万円
の損失と厳しい結果になりました。しかしながら、国内ではハイレゾ音源配信サイト
e-onkyo musicの躍進とハイレゾ対応機器の市場投入などが明るい兆しを見せて
おり、海外への市場拡大も期待が寄せられています。

 事業別売上高構成比

　OEM事業における売上高は、車載用スピーカーが堅調に推移し、PC用のマイクロ
スピーカーも新規取引先からの受注が増加した結果、前年同期比2億31百万円
増収の95億62百万円となりました。一方、損益につきましては、人民元高による中国
国内生産コストの増加、中国国内での人件費の上昇、および中国国内工場の集約
に伴う生産移管費用の増加などにより、前年同期比3億62百万円減益の47百万円
のセグメント利益となりました。

事業別概況

連結財務諸表

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

本報告書は平成27年3月期決算短信の数値、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。
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18.0%買い増し
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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

31.5%

30.3%

30.3%

21.3%

16.9%

事業の概況（P2）
特集 スペシャル対談（P3～6）
NEW PRODUCTS（P7）Dolby Atmos
トップメッセージ（P1）
四半期連結財務諸表（P８)
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21.3%

51.7%

33.7%

新技術情報

新製品情報
業績の説明

37.1%

株主優待

経営方針

第 5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
11.2%

40歳～49歳
18.0%

～29歳
6.7%

未記入
7.9%

60歳～69歳
19.1%

70歳～
18.0%

男性
82.0%

女性
13.5%

未記入
4.5%

50歳～59歳
19.1%
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会社概要 株式の概況 アンケート結果のご報告

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　北浜中央ビル
3,498,876,250円
2,031名

国　内

プラス産業㈱、㈱CO3、ティアックオンキヨーソリュー
ションズ㈱、MOLジャパン㈱

海　外

Pioneer & Onkyo U.S.A. Corporation、ONKYO EUROPE 
ELECTRONICS GmbH、ONKYO MARKETING ASIA 
LTD.、ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.、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、広州安橋国光音響有限公司
※ ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbHは、平成27年6月に、Pioneer 

& Onkyo Europe GmbHに商号変更する予定です。
※ ONKYO MARKETING ASIA LTD.は、平成27年4月13日付にて、Pioneer 

& Onkyo Marketing Asia Ltd.に商号変更いたしました。

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。

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．トップインタビュー（P１～６）　３．事業の概況（P７）　
４．連結財務諸表（P８）　５．会社概要（P９）　６．株式の概況（P９）　
７．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 23.69

ギブソン ブランズ インク 13,440,200 18.45

パイオニア株式会社 10,835,900 14.88

大朏直人 4,000,000 5.49

谷本忠史 2,714,100 3.72

※持株比率は自己株式（404,482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 73,223,365 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 12,071 名

所有株式数別
分布状況

所有者別
株式分布状況

外国人
36名

14,131,864株
19.30％

証券会社
23名

1,150,916株
1.57％

金融機関
4名

1,506,600株
2.06％

自己名義株式
1名
404,482株
0.55％

個人・その他
11,898名
24,493,109株
33.45％

その他国内法人
109名
31,536,394株
43.07％

1単元未満
2,644名

185,760株
0.25％

1単元以上
5,367名

950,609株
1.30％

1,000単元以上
16名

3,820,682株
5.22％

5,000単元以上
10名

53,235,137株
72.71％

自己名義株式
1名

404,482株
0.55％

100単元以上
323名
5,100,180株
6.97％

10単元以上
2,373名
4,198,947株
5.73％ 50単元以上

408名
2,563,895株
3.50％

500単元以上
34名
2,182,730株
2.98％

5単元以上
895名
580,943株
0.79％

（平成27年 3月31日現在） （平成27年 3月31日現在）

 事業所
 大株主

国　内

オンキヨー&パイオニア株式会社、オンキヨー&パイオニア
マーケティングジャパン株式会社、オンキヨー&パイオニア
イノベーションズ株式会社、オンキヨー&パイオニアテク
ノロジー株式会社、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

 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 28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

1382
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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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第5期 平成26年4月1日～平成27年3月31日

証券コード  6628


