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いい音楽をいい音で楽しんでいただきたい
いつの時代も飽くなき探求と挑戦を続けています
これからも新しい価値提案で驚きと感動をお届けします

1946年
創業者五代武が大阪市
都島区に（株）大阪電気
音響社を設立

1971年
「オンキヨー株式会社」に商号変更

1969年
大阪府寝屋川市に
日新工場を新設

1961年
大阪府寝屋川市に香里工場を新設

1972年
ドイツに
現地法人を設立

1972年
大阪府寝屋川市に
本社移転

1975年
アメリカに現地
法人を設立

1986年
鳥取県倉吉市にオーディオ
生産工場を設立
現：オンキヨー&パイオニア
イノベーションズ（株）

1980年
三重県津市に
スピーカー生産工場を設立
現：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）

1993年
東芝傘下から独立し
新体制スタート

2004年
JASDAQ市場に株式
を上場

2015年
（株）河合楽器製作所
と資本業務提携

2015年
パイオニアホーム
AV事業との事業統合

1957年
（株）東芝と資本提携

1970年
当社初のヘッドホン
H-01A発売

2009年
「Pandora」対応 & Windows®認証
AVレシーバー発売
ネットワーク対応AVレシーバー

1948年
スピーカー工場完成

1981年
高速録音可能なダブル
カセットデッキ発売

世界初

1985年
光伝送CDプレーヤー
発売

世界初
1993年
THX規格取得
AVレシーバーを発売
ルーカスフィルム社認定
により、家庭用AVレシー
バーとして世界で初めて
THXマークを取得

世界初

世界初

おかげさまでオンキヨーは、創 業 7 0 周 年を迎えます。

1953年
オンキヨーラジオ1号機OS-55発売

1946年
オンキヨーブランド第1号
クリスタルピックアップ発売

世界初
1992年
6枚連続再生CDチェンジャー発売

1968年
マルチチャンネル
ステレオ1号機
MC2200発売

1984年
伝説のホーン
スピーカー
GS-1発売
1991年フランス ジョ
セフ・レオン賞受賞

2015年
ハイレゾ対応デジタル
オーディオプレーヤー
発売

世界初
2005年
ハイレゾ音源の配信
サービス開始

2012年
米ギブソン社およびティアック（株）
と資本・業務提携

1998年
WAVIOブランド製品により
PCオーディオに参入

1948年
スピーカー1号機
ED-100発売

1950年
ノンプレスコーン開発&特許出願
代表的振動板として現在も
製品に採用

2001年
中国に生産会社を設立
現：上海安橋電子有限公司

※「世界初」は発表当時当社調べ
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　当期はパイオニアホームAV事業との統合による新体制
でスタートいたしました。AV事業におけるオペレーション
や生産・設計の効率化、OEM事業におけるPA機器への本格
参入や新素材を採用した振動板開発の成功、さらには
当期新設したデジタルライフ事業における、ヘッドホンや
デジタルオーディオプレーヤー（DAP）などのポータブル機器
分野への本格参入など、数々の新しい取組を実施いたし
ました。上期において各種インフラ整備など統合にかかる
コストを前倒しするなどしたため、通期業績では利益を出す
ことができなかったことは誠に遺憾でございますが、統合
効果が業績に寄与し始め、下期では営業損益、経常損益、
純損益とも黒字化を実現し、前年同期からは大幅な業績改善
となっております。

　昨年11月に当社は河合楽器製作所と資本業務提携を実
施いたしました。KAWAIブランドのピアノと当社のAV機器
とでどのようなシナジーが生まれるのか、多くの方はイメー
ジができなかったのではないでしょうか。しかし、音楽を通じ
てその感動を伝えたいという想いは共通であり、両社の技術
を融合した、これまで
にないデジタルピアノ
のコンセプトモデルを
発表いたしました。ま
さしく当社の経営理念
「VALUE CREATION

（＋Something NEW）」を実現したものです。

　当社グループの主要製品であるAVレシーバーを中心とし
て、統合後企画された製品が本年より続々と市場投入されま
す。これらは共通設計、自社生産など統合シナジー効果を享
受したモデルになりますので、2016年半ば以降の業績改善
に本格的に寄与してまいります。OEM事業、デジタルライフ
事業においては他社アライアンスの強化を継続していくこと
で、新規事業分野の開拓を推進してまいります。
　当社は1946年、株式会社大阪電気音響社を設立してから
本年で70周年を迎えます。先人の方々が残された偉大な功績を
事業基盤としながらも、変化を恐れることなく価値創造を継続し
利益創出を実現してまいります。株主の皆様には、これからも
変わらぬご支援を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

　企業文化の違うメンバーで仕事を行うにあたり、当初は
各部門でそれぞれのやり方を理解することから始め、業務
遂行に時間がかかる状況でしたが、コミュニケーションを密に
することで徐々に目指す目標に向かってメンバーの意識が
統一され、現場のオペレーションは着実に改善しております。
　その結果、統合後第一弾製品となったDAPを両ブランド
で2015年中に発売できたことは、当社グループにとって、
とりわけエポックメイキングな出来事と言えます。おかげ
さまでDAPの販売は順調に推移し、市場で高評価を獲得
しており、統合シナジーの大きな成果と言えます。またAV

レシーバーを中心とする共通設計・生産等でのコスト低減の
効果も着実に現れています。今後も両ブランドの特長を明確
にした製品展開を行いながら設計、生産においてはさらなる
効率化、原価低減に向けた取組を推進するなど、技術力、
生産力、販売力すべての面でシナジー効果を最大化し企業
価値の向上を目指したいと考えます。

TOP MESSAGE

統合後の新しい取組による事業分野の拡大と
下期での営業損益、経常損益、純損益黒字化

他社とのアライアンス強化により新しい価値を創造

統合シナジーが本格的に業績に寄与します

統合シナジーを最大化し業績改善へ
アライアンス強化により
新しい価値創造を目指します。

Munenori Otsuki 代表取締役社長
CEO 大

おお

朏
つき

 宗
むね

徳
のり

オンキヨー、パイオニアブランドを継続しながら
想定以上の統合シナジーを実現

共同開発第一弾として発売したデジタルオーディオプレーヤー
（左）Onkyo「DP-X1」、（中央、右）Pioneer「XDP-100R」
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INTERVIEW NEW PRODUCTS ／ 新製品紹介

TOPICS ／ トピックス

統合後のシナジー効果について
どのように評価されていますでしょうか。

社外取締役の立場で見ると、かなりの効果があったのではと
思っています。技術や開発部門での統合効果はもちろんです
が、人材活用という面においてもその効果は高いと感じて
います。元パイオニアグループの社員は技術や販売等それ
ぞれの部門におけるエキスパートです。統合直後しばらく
混乱もあったようですが、現在では社員がやりがいを持って
仕事ができていると聞いています。

当社が取組むべき課題は何でしょうか。
AV事業に関わらずマーケットは最終顧客の要望に応える
ことが大事です。マーケットが動いていることに対してどう
対応するか考える必要があります。ホームAV製品については
本物志向を求める顧客で支えられている部分もありますが、
それだけでは不十分だろうと思います。大朏社長も発言して
いるように、新しい提案をしていくことは重要であり、その

市場の変化を捉えて顧客ニーズに対応すべく
パイオニアにて得た企業視点を取り入れ
企業価値向上に向けた経営参画を目指します。

社外取締役インタビュー

世界的に著名なアーティストや人気アニメや
ゲームとのコラボレーションモデルを多数企画・
販売しています。そのどれもが各ファンから
大きな支持を獲得しています。またその話題や
評判はSNSなどを通じてインターネットで拡散
されるなど、新たなファン層への認知拡大を
実現しています。ハイレゾ音源の配信と連携
したモデルも多く、いい音楽をいい音で楽しむ
音楽体験を新しいマーケットに提案する情報
発信を行い、ホームAV機器の新規顧客獲得に
も貢献し市場拡大の可能性を大きく広げるもの
です。

2015年11月に株式会社河合楽器製作所と資本業務提携を行いました。その成果
の第一弾として両社グループの技術力を融合して共同開発されたデジタルピアノ
CS-X1を、2016年4月にドイツで開催されたフランクフルトミュージックメッセに
参考出品いたしました。優れたピアノ技術とオーディオ技術を融合して最高レベルの
楽器性能を実現するモデルです。今後も両社の高いブランド力、技術力、経営資源を
有効に補完し合い、新規カテゴリ製品の共同開発、新規市場の開拓、両社製品の
販売拡大など付加価値の高い製品やサービスの提案を行うとともに、経営効率化に
よるシナジー効果も期待が寄せられます。

アーティストや人気アニメ等とのコラボレーション製品
新規顧客層および売上拡大に大きく貢献

河合楽器製作所とのコラボレーションによる
カワイデジタルピアノCS-X1の共同開発

2015年6月、当社社外取締役に就任。
パイオニア株式会社 代表取締役兼専務執行役員社外取締役小

お

野
の

幹
みき

夫
お

一例としてデジタルオーディオプレーヤーなどポータビリティ
を増した製品への取組は非常に良い試みだと感じています。
今後さらにオンキヨーが飛躍するには、そのような新しい
提案、価値をいかに効率的にエンドユーザーに届けていく
のか、マーケットへの発信力を強化することが大事だと考え
ます。

社外取締役としての今後の役割について
お聞かせください。

両社とも同じAV事業に関わってきましたが、企業風土、文化
には大きな違いがあるように感じています。社外取締役とし
て企業価値向上のために私ができることとしては、オンキヨー
の持つスピード感にパイオニアが持つプロセスを重んじた長
期的な視点を加えることで両社の良さを活かし、確実に成功
事例を積み重ねて行くことだと思います。また、そのために
必要であれば時間をかけた議論も行い、社外取締役として
的確な助言を行っていけたらと考えています。

Q1

Q3

Q2

IRON MAIDEN 「ED-PH0N3S」 Onkyo E700MW“響け！ユーフォニアム”モデル
ⓒ武田綾乃・宝島社/『響け！』製作委員会



7 8Business report Business report

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

科　目 当　期
平成28年3月31日現在

前　期
平成27年3月31日現在

資産の部

流動資産 27,004 21,064

固定資産    5,311 8,013

有形固定資産    1,834 4,355

無形固定資産 349 880

投資その他の資産 3,127 2,777

資産合計 32,316 29,077

負債、純資産の部

流動負債 25,297 20,026

固定負債 4,120 5,565

負債合計 29,418 25,591

株主資本 1,371 1,490

資本金 4,011 3,498

資本剰余金 3,596 3,102

利益剰余金 △ 6,183 △ 5,057

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 1,134 1,724

その他有価証券評価差額金 △ 146 159

土地再評価差額金 342 334

為替換算調整勘定 938 1,230

新株予約権 22 22

非支配株主持分 369 248

純資産合計 2,897 3,485

負債純資産合計 32,316 29,077

（単位：百万円）（単位：百万円） 連結損益計算書

科　目 当　期
平成27年4月 1 日から
平成28年3月31日まで

前　期
平成26年4月 1 日から
平成27年3月31日まで

売上高 64,392 35,563

売上原価 48,293 27,729

売上総利益 16,098 7,833

販売費及び一般管理費 18,127 10,450

営業損失（△） △ 2,029 △ 2,616

営業外収益 716 173

営業外費用 928 1,039

経常損失（△） △ 2,241 △ 3,483

特別利益 2,762 1,535

特別損失 1,117 1,853

税金等調整前当期純損失（△） △ 596 △ 3,801

法人税、住民税及び事業税 159 168

過年度法人税等 52 －

法人税等調整額 400 208

当期純損失（△） △ 1,208 △ 4,178

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △ 82 △ 118

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 1,126 △ 4,060

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）事業の概況

OEM
事業

デジタル
ライフ
事業

AV
事業

パイオニアブランドAV製品の売上高
の寄与等により、前年同期比20,670
百万円増収の46,670百万円となり
ました。一方、損益につきましては、
製品原価の上昇や売上総利益の減少
に加え、事業統合によるシナジー
効果の早期実現に向けた一過性の
関連費用の増加はあったものの、開発
プラットホームの共通化による設
計費の低減、固定人件費の削減、オペ
レーションの安定による重複経費の
大幅削減により、前年同期比1,439
百万円増益の183百万円のセグメント
利益となりました。

AV事業
46,670百万円
（72.5％）

OEM事業
9,198百万円
（14.3％）

デジタルライフ事業
8,522百万円
（13.2％）

64,392
連結売上高

百万円

　当連結会計年度における世界経済は、米国においては堅調に推移を続け景気回復が底堅いものである反面、
欧州では金融市場の混乱などを背景に景気回復テンポは鈍化しつつあります。また、中国や新興国の景気に
ついては減速傾向が顕著、さらに国内経済については経済指標は改善しているものの年明けから進行して
いる急激な円高の影響もあり家電業界全体として消費の盛り上がりに欠ける状況となりました。その中で、
新たなセグメントとして活動を開始したデジタルライフ事業におきましては、ハイレゾ音源対応デジタル
オーディオプレーヤー（DAP）をオンキヨー・パイオニア両ブランドで年末商戦に市場投入した結果、市場で
極めて高く評価され、新市場の開拓に向け好調なスタートを切ることができました。またOEM事業では車載
用スピーカー等、従来当社が得意としていた分野に加え、LED製品の開発・製造、業務用音響機器（PA機器）
事業への本格参入など、未開拓分野や電子ピアノなどの楽器分野等へも積極的に事業の展開を進めています。
　当連結会計年度の業績は、パイオニアブランドAV製品およびデジタルライフ製品の寄与により売上高は
前年同期比28,829百万円増収の64,392百万円となりました。営業損益につきましては、ホームAV事業に
おいて上期に円安ドル高による製品原価の上昇や事業統合によるシナジー効果の早期実現に向けた一過性の
関連費用の増加等があったものの、AV製品の開発プラットホーム共通化により設計費が一部低減できたこと
に加え、OEM事業における原価低減およびデジタルライフ事業におけるDAP販売の貢献により特に下期
に改善が見られ、前年同期比587百万円改善の2,029百万円の営業損失となりました。

事業別売上高構成比

車載用スピーカーは堅調に推移しま
したが、PC用のマイクロスピーカー
の受注が減少したことやセンサーの
受注減等により前年同期比364
百万円減収の9,198百万円となりま
した。一方、損益につきましては、原価
低減およびLED製品の製造等が順調
に推移し260百万円増益の307百万円
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

本報告書は平成28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。

REVIEW OF OPERATIONS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

堅調な電話機およびヘッドホンの
販売に加えDAPの新製品効果など
により、売上高は8,522百万円となり
ました。一方、損益につきましては、
円安ドル高による製品原価の上昇に
加え、新規製品の開発費用や市場
導入費用などの先行投資による販売
費の増加等により、499百万円の
セグメント損失となりました。
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14.0%

8.3%

5.1%

買い増し
長期保有

全部売却 7.6%
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37.6%

15.3%

35.0%

4.5%

ホームページの情報充実
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

その他
会社説明会の開催

26.1%
26.1%

23.6%
21.7%

19.7%

事業の概況（P2）
特集・対談（P5～P６）

NEW PRODUCTS（P7）
取締役インタビュー（P3～P4）
四半期連結財務諸表（P８）

35.0%

31.8%

49.0%

36.9%

業績の説明

新製品情報
新技術情報
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株主優待
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当社株式についての方針 （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 （複数回答 上位 5 位）

興味を持たれた記事 （複数回答 上位 5 位）

外国法人等
30名
14,219,199株
17.49%

金融商品取引業者
18名
719,527株
0.88%

金融機関
3名
1,532,400株
1.89%

自己名義株式
1名
405,509株
0.50%

個人・その他
11,732名
24,807,264株
30.51%

その他国内法人
101名
39,620,066株
48.73%

（平成28年 3月31日現在） （平成28年 3月31日現在）

第 6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
15.9%

40歳～49歳
17.2%

～29歳
6.4%

未記入
4.5%

60歳～69歳
20.4%

70歳～
14.6%

男性
82.2%

女性
17.8%

50歳～59歳
21.0%

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 21.33

ギブソン ブランズ インク 13,440,200 16.61

パイオニア株式会社 10,835,900 13.39

株式会社河合楽器製作所 8,080,600 9.98

大朏直人 4,000,000 4.94

※持株比率は自己株式（405,509株）を控除して計算しております。

発行可能株式総数 150,000,000 株
発行済株式の総数 81,303,965 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 11,885 名

大株主

所有者別株式分布状況

会社概要 株式の概況 アンケート結果のご報告CORPORATE PROFILE STOCK INFORMATION STOCKHOLDERS VOICE

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
4,011,994,350円
1,814名

海　外

Pioneer & Onkyo U.S.A. Corporation

Pioneer & Onkyo Europe GmbH

Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.

安橋（上海）商貿有限公司

ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD.

中山福朗声紙盆有限公司
上海安橋電子有限公司
広州安橋国光音響有限公司

オンキヨー技術センター、東京オフィス
事業所

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

その他 I R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/

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　２．70年の歴史（P１～P２）　3．トップメッセージ（P３～P４）
４．社外取締役インタビュー（P５）　５．NEW PRODUCTS（P６）　
６．TOPICS（P６）　７．事業の概況（P７）　８．連結財務諸表（P８）　
９．会社概要（P９）　10．株式の概況（P９）　
11．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

ア ン ケ ー ト の お 願 い



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 29 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

0353
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リ
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5 4 1 8 7 9 0
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/

【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。
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