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株主の皆様には、平素より多大なるご支援を賜わり、厚く
お礼を申し上げます。

当社は1946年に創業し、おかげさまで今年70周年を
迎えました。音楽を愛する創業者の想いを引き継ぎ、

「VALUE CREATION」を経営理念に掲げ、いい音
で音楽を楽しんでいただくための機器やサービスをお届
けしてまいりました。

昨今のデジタル機器、特にポータブルオーディオ機器や
多彩な音楽配信サービスの登場などにより、音楽再生
環境は大きく様変わりし、めまぐるしく進化しております。
その中において当社グループは長年にわたって培ってき
た独自のオーディオ技術やノウハウを活かしながら、他社
の優れた面を取り入れ市場に柔軟に対応し、常に新し
い分野を開拓し続けております。その成果は着実に実を
結び、順調に業績改善を進めております。

今後とも基幹技術の研鑽を重ねるとともに、たゆまぬ挑
戦を続けて事業領域を拡げ、さらなる企業価値の向上
を目指してまいります。株主の皆様には変わらぬご支援
をよろしくお願い申し上げます。

平成29年3月期 第2四半期

4期ぶりの経常黒字 

パイオニアグループのホームAV事
業との統合により、基幹部分の共通
設計、生産における効率化などに
よりコストダウンを実現、シナジー
効果が着実に業績に貢献しています。

DAPのラインアップ拡充に加え、日常生活において重要な製品となるス
マートフォン等のモバイル端末の開発を強化。従来技術にアライアンス
を通じて他社技術を融合させ、IoT時代を見据えた次世代製品の開発で
進化するエコシステムを構築し、新しい価値提案を行ってまいります。

AV事業はハイレゾ時代に相応しい高品位なオーディオ機器の開
発、それらの生産におけるさらなる効率化を行って利益拡大を、
B2B事業は車載用スピーカー等の新規生産拠点の確保、セルロース
ナノファイバー（CNF）などの新素材振動板
を採用したヘッドホンのOEM生産などを
実現して業績
拡大を目指し
ます。

デジタルライフ事業におけるポータ
ブルデジタルオーディオプレーヤー
（DAP）、ヘッドホンなどの周辺機
器を含めたモバイル製品の売上が
伸長、また電話機などの利益改善
も順調に推移し業績に貢献して
います。

さらなる事業拡大を目指して
「進化するエコシステムの構築」VALUE CREATION
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当社グループの現状と今後の展望について

第1ステージ 第2ステージ

エコシステム イメージ図

ストリーミング配信

Onkyo HF Player

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

DAP
スマートフォン

デジタルオーディオプレーヤー
AVレシーバー CNF振動板

トップメッセージ

電話機 イヤホン
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高田／2005年に入社、海外営業部門を中心に長くホーム

AV事業に携わっております。国内営業部門・B2B営業部門

も担当し、パイオニアグループのホームAV事業との統合を

機にオンキヨー＆パイオニア株式会社の事業管理本部長を

経て、現在代表取締役社長に就任しております。

林／1989年に新卒入社、その後海外営業部で欧州に約4年

間赴任、社長秘書を経て海外営業部長、翌年現在の経営企画

室の前身である事業開発室長に就任し、その流れで経営企

画室を創設してから現在まで室長として中期計画、予算、

資金調達、M&Aを含むアライアンス等を担当しております。

高田／営業、サービス、物流等における統合を主に担当し、

欧州、米国、アジアの主要拠点に赴き、実務者の方々と実際

にお会いして話しを進めました。

林／両グループの資本提携の枠組みや提携内容における

交渉に携わっておりました。

高田／パイオニアの統制された組織運営に対してオンキ

ヨーの柔軟度の高い運営など企業文化の大きな違いを実感

しました。事業基盤が東京と大阪にあるということも拍車

をかけていましたが、一年経過してようやく二つの価値観

が融合してきていると感じています。

林／協議当初は企業文化、企業規模、組織運営の違いによる

壁を感じましたが、同じオーディオ事業部門との協議でした

ので、対話は基本的に共通・共感する部分が多く、ポジティブ

に話が進行した印象があります。

高田／要因は二つあります。一つは営業現場における業務

や販売拠点のスリム化、もう一つは製品開発／設計／生産

に関するコストダウン効果です。特に設計上共通化できる

部分が多いAVレシーバーでは、大幅な原価低減を実現でき

その効果は絶大でした。

林／創業当初より競合する両ブランドで何ができるのかと

疑問視されることもありましたが、逆に同じであるからこそ

統合シナジーが大きいだろうと考えていました。オンキヨー

の自社設計・自社生産、パイオニアの委託中心の設計・生産

体制をうまく組み合わせ、部品共通化や設計効率、製造稼

働率を上げることができています。また優秀な人材が豊富

になったことで事業継続への道筋が強化されたと思います。

高田／デジタル化がどんなに進んでも、最終的に音はアナ

ログで空気を伝わって届きます。人間の声も、スピーカーや

ヘッドホンから出ている音もすべてアナログですから、両

ブランドが事業創生から蓄積してきたアナログ技術やノウ

ハウが、非常に重要な役割を担っています。もちろん、両

ブランドはデジタル技術においても研鑚を積んできており、

DAPのような製品の場合、デジタル信号とアナログ信号の

分離、デジタル・アナログ変換などでこれまでの技術・ノウ

ハウが活かされています。

林／当社グループはアンプ、スピーカー技術に長けており、

音の出口における部分で特に技術的強みを持つ数少ない企

業集団です。デジタル技術が日々進化しても、当社のコア技術

が大きな利点となっており、他社とのアライアンスで新規

事業に取り組むことができると感じています。

高田／スマートフォンは音楽再生の重要な機器になりつつ

あります。一方で若いユーザーは、レコードプレーヤーなど

昔ながらの機器が新しいと感じている一面もあります。現在

大きな市場であるデジタル機器分野を伸ばすと同時に「伝統

的な音楽再生の楽しみ」を提供する製品を継続していくこと

で、若年層にも市場を拡げていきます。

林／オーディオ機器の市場が変化しても、その根底となる

音楽を聴く層やその時間は決して減ってはいません。視聴

環境の多様化に対応してあらゆるソリューションを提供する

ために、音の分野での製品化で必ず必要となるアナログ技術を

強みとして、他社とどのようなアライアンスを行って新しい

ビジネスができるかを、今後も追求していきます。

取締役
オンキヨー＆パイオニア株式会社

代表取締役社長

高 田  陽 弘

取締役
オンキヨー株式会社
経営企画室長

林  亨

特集／新任取締役対談

平成28年6月の株主総会にて就任いたしました新任取締役に
当社事業についてお話しを伺いました。
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当社グループが目指しているエコシステムの
構築を進めるにあたって、
どのような事業展開をお考えでしょうか。

DAPの発売や新素材採用の振動板開発など、
既存事業から新規事業につなげる重要な
ポイントは何でしょうか。

統合シナジーが当第2四半期で顕著に表れています。
具体的にどのような施策が寄与したのでしょうか。

2015年の統合時の役割や統合業務について
特に印象に残っていることはありますでしょうか。

まずは経歴を簡単にお聞かせください。

SPECIAL ISSUE



セルロースナノファイバー（CNF）を採用した
世界初*となる振動板を開発。硬くて軽量、適度
な内部ロスを兼ね備えています。低域から高域
まで歪みの少
ない再生能力を
実現、ハイレゾ
時代にふさわ
しい振動板です。
また、CNF振動
板や和楽器の
「桐」素材と「彫り」構造を採用したスピーカー
システムやヘッドホンを開発、製品化が進行中
です。このような完成品のOEM生産も今後推進
していきます。

* 2016年10月現在当社調べ
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プレミアムハイコンポ INTECシリーズ

ネットワークCDレシーバー
NC-50

7.2ch対応AVレシーバー  
TX-NR656
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新製品紹介

創業から70年に培われたオーディオ技術の粋を投入した製品の数々。最新のシアターサウンド
やハイレゾ音源の再生まで徹底した音質設計による高品位なサウンドを実現します。AV事業

新素材を利用した高品位な
部品や製品を開発し、
新たな分野を開拓しています。

アクティブに音楽を楽しむ世代にフィットする機能性と操作性、もちろん音
質にもこだわったポータブル機器を多彩なラインアップで提供。ハイレゾ音
源配信と連動した人気アニメとのコラボレーションモデルも充実しています。

デジタルライフ事業

バースピーカーシステム
FS-EB70

市場で高い評価を獲得した初代モデルをさらに上回
る音質設計を施し、ユーザーニーズを取り入れて操作
性を向上。DAC2基を搭載したフルバランス回路を
搭載し、ハイレゾ音源をはじめ他の圧縮音源からイン
ターネットコンテンツや動画まで、あらゆるサウンドを
クラス最高レベルの音質で楽しむことができます。

デジタルオーディオプレーヤー
DP-X1A／XDP-300R

DP-X1A XDP-300R(S) XDP-300R(B)

発表と同時に話題沸騰、ケーブルが全くない完全ワ
イヤレス型イヤホンが登場しました。Bluetooth®に
対応していますので、DAPやスマートフォンで再生
した音楽をストレスなくいい音で楽しめます。

コード接続時はハイ
レゾ再生にも対応した
Bluetooth®ワイヤレスヘッドホン。
レトロモダンなデザインも魅力的です。

パイオニアブランドMXシリーズ最上位モデル
SE-MX7とアーケードゲームで人気の「THE 

IDOLM@STER」マークの刻印やオリジナル
パッケージを採用しています。

親機の受話器がコードレスのため室内を移動
しながらの通話が可能です。また、迷惑電
話防止機能を強化しています。

「THE IDOLM@STER」
コラボレーションモデル

デジタルコードレス留守番電話　
TF-FD35W

完全ワイヤレスイヤホン
W800BT

©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

B2B事業

横幅275mmの単品コンポ、1994年に登場したINTEC（インテック）シリーズは「ハ
イコンポ」というジャンルを確立して大ヒット。このINTECが今年進化して再登場しま
した。時代を経ても音へのコンセプトは変わらず、ハイレゾ音源再生やネットワーク対
応など、最新の機能をコンパクトサイズに凝縮しています。

CDはもちろん、ハイレゾ音源やインターネット
ラジオなど多彩な音楽ソースを高音質で楽しめ
ます。アルバムアートワークの表示が可能な
高精細液晶画面も搭載しています。

最新の三次元音場再生に加え、ハイレゾ音源
やネットワーク経由の音源の再生にも対応
しています。全世界の映画ファン、音楽ファン
に愛されているモデルです。

話題のDolby Atmos®とDTS:X™の三次元音場再生に対応した
サウンドバー。薄型レシーバー、バースピーカー、サブウーファー
のシンプルな構成にも関わらず、天井からの反射音を利用した上
方向からの音を加えることが可能で、臨場感を持った迫力のシアター
サウンドが楽しめます。 ワイヤレス密閉型

ステレオヘッドホン
SE-MS7BT

3Dサウンドイメージ図
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※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結貸借対照表
科　目 当第2四半期末

平成28年9月30日現在
前期末

平成28年3月31日現在

資産の部

流動資産 23,332 27,004

固定資産    5,147 5,311

有形固定資産    1,984 1,834

無形固定資産 377 349

投資その他の資産 2,785 3,127

資産合計 28,479 32,316

負債、純資産の部

流動負債 23,405 25,297

固定負債 3,955 4,120

負債合計 27,361 29,418

株主資本 304 1,371

資本金 4,011 4,011

資本剰余金 3,596 3,596

利益剰余金 △ 7,250 △ 6,183

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 440 1,134

その他有価証券評価差額金 △ 266 △ 146

土地再評価差額金 342 342

為替換算調整勘定 363 938

新株予約権 22 22

非支配株主持分 350 369

純資産合計 1,118 2,897

負債純資産合計 28,479 32,316

（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28年4月 1 日から
平成28年9月30日まで

前第2四半期（累計）
平成27年4月 1 日から
平成27年9月30日まで

売上高 24,124 27,795

売上原価 17,333 21,619

売上総利益 6,790 6,176

販売費及び一般管理費 7,527 8,702

営業損失（△） △ 736 △ 2,526

営業外収益 245 271

営業外費用 525 433

経常損失（△） △ 1,015 △ 2,688

特別利益 － 81

特別損失 － 3

税金等調整前四半期純損失（△） △ 1,015 △ 2,610

法人税、住民税及び事業税 70 54

過年度法人税等 － 54

法人税等調整額 △ 32 △ 22

四半期純損失（△） △ 1,053 △ 2,696

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 12 △ 71

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △ 1,066 △ 2,625

（平成28年4月1日～平成28年9月30日）

OEM
事業

デジタル
ライフ事業

AV
事業

　売上高はHi-Fi 2チャンネル製品の堅調
な販売に加え、北米最大の家電量販店
であるベストバイにおいてTX-SR353、
DX-C390など4K映像に対応したエン
トリーAVレシーバーの販売が好調と
なりましたが、不採算製品の販売を積極
的に見直したことや円高による海外向け
売上高の大幅な目減りにより前年同期比
3,302百万円減収の16,495百万円と
なりました。
　一方、損益につきましては、パイオニア
グループのホームAV事業との統合に
よりさまざまなシナジー効果を実現する
ことができたことや不採算製品の販売
見直し及び、円高ドル安による製品原価
の低減などにより前年同期比1,682
百万円増益の588百万円のセグメント
利益となりました。

AV事業
16,495百万円
（68.4%）

OEM事業
3,672百万円
（15.2%）

デジタルライフ事業
3,956百万円
（16.4%）

24,124
連結売上高

百万円

　当第2四半期連結累計期間におけるグローバル経済は、米国において雇用環境の改善を背景に
景気回復が持続しているものの、ユーロ圏においては英国における先行き不透明感は拭えず中国
でも景気減速が持続するなど不確実な状況が続いています。また国内経済においても生産などが
持ち直す一方、消費は伸び悩んでいる状況となっています。
　このような事業環境の下、当社グループは従来型製品の枠にとらわれることなく時代を先取り
する製品の開発や他社との提携及び協業関係を通じた新たな価値の創造を目指しております。
　当第2四半期連結累計期間では、不採算製品の販売見直しや円高などにより海外向け売上高の
目減りはあったものの、AV事業においてパイオニアグループのホームAV事業との統合により
さまざまなシナジー効果を実現することができたほか、今後の重点セグメントと位置付けている
デジタルライフ事業においてはヘッドホンやポータブルデジタルオーディオプレーヤー（DAP）
などにおいて市場における一定の地位を確立することができました。これにより当第2四半期
では4期ぶりとなる経常黒字を達成することができました。
　以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は売上高が前年同期比3,670百万円減収の
24,124百万円となりました。一方、営業損益につきましてはAV事業におけるシナジー効果実現や
統合後のオペレーションの安定化、デジタルライフ事業の伸長や円高ドル安による製品原価の
低減などにより、前年同期比1,790百万円増益の736百万円の営業損失となりました。

事業別売上高構成比

　売上高は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
円高による海外向け売上高の目減り
などにより前年同期比761百万円減収
の3,672百万円となりました。
　損益につきましては、中国内工場の
集約に伴う生産効率の改善などがあった
ものの、新素材の振動板を活用した次
世代ヘッドホン用ドライバー開発への
先行投資を行った結果、前年同期比34
百万円減益の242百万円のセグメント
損失になりました。

事業別概況

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。

　売上高はDAPの販売が伸長したほか、
SE-MJ561BTをはじめとするパイオニア
ブランドのブルートゥースヘッドホン
が堅調だったことに加え、オンキヨー
ブランドの完全ワイヤレスイヤホン
W800BTの初動販売が好調だったこと
などにより前年同期比392百万円増収
の3,956百万円となりました。
　また損益につきましては、上記販売
増加に加え電話機など戦略的コスト
ダウンによる製品原価の低減により
前年同期比201百万円増益の60百万円
のセグメント損失となりました。

事業の概況 四半期連結財務諸表
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82.5%
14.5%

6.6%

3.0%

買い増し
長期保有

全部売却 6.0%
一部売却

その他

28.9%

38.0%

13.9%

34.9%

4.2%

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

42.8%
31.3%

28.9%
19.3%
18.7%

70年の歴史（P1～P2）
トップメッセージ（P3～P4）

NEW PRODUCTS（P6）
事業の概況（P7）

社外取締役インタビュー（P5）

32.5%

29.5%

50.0%

33.7%

業績の説明

新技術情報
新製品情報

41.0%

株主優待

経営方針

9 10Business report Business report

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
36名
13,836,606株
17.02%

金融商品取引業者
27名
1,369,368株
1.68%

金融機関
3名
1,350,000株
1.66%

自己名義株式
1名
405,588株
0.50%

個人・その他
12,296名
26,768,611株
32.92%

その他国内法人
98名
37,573,792株
46.22%

（平成28年 9月30日現在） （平成28年 9月30日現在）

第 6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
13.9%

40歳～49歳
23.5%

～29歳
4.8%

未記入
3.6%

60歳～69歳
18.7%

70歳～
19.2%

男性
84.5%

女性
15.5%

50歳～59歳
16.3%

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 9.99

大朏直人 4,000,000 4.94

※持株比率は自己株式（405,588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 12,461 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

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
1,763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、両国オフィス
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

http://www.jp.onkyo.com/ir/

ご協力ありがとうございました。

性別・年齢をご回答ください。
性別　 男  ・  女　　年齢（　　　　）歳

 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～P２）　
３．特集／新任取締役対談（P３～P４）
４．新製品紹介（P５～P６）　５．事業の概況（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、以下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
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郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 29 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

1336
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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。


