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培ってきた技術をもとに
新しい分野へ
攻めのチャレンジ

VALUE CREATION
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様々な企業が、新しいオーディオ体験の提供手段を開発し
て市場を切り開き、結果としてオーディオメーカー各社が
苦しい経営を強いられる、という現象が起きている事実が
あります。
　当社としましては、その状況を打開するためにも、新し
いスタイルのオーディオ体験にチャレンジする必要がある
と強く考えております。自分たちの従来作ってきた音楽体
験だけが本物のオーディオであるとして自らの事業や製
品を一切変えず、これまでのやり方を頑なに踏襲している
のでは、世の中の流れについていくことはできません。新
しいスタイルの音楽体験にもチャレンジし、未知の分野で
あっても当社なりの付加価値をご提供することが、まさに
経営理念に掲げる「VALUE CREATION」であり、オン
キヨーグループとしての存在意義を高めることにつなが
るのです。
　つまり、今、音楽を聴く手段の主流が、ホームオーディオ
などの大型の機器よりもスマートフォンやモバイル機器へ
移行しつつあるのであれば、それらの商品にも取り組み、
オンキヨーグループのご提供する音楽体験の幅を広げる
ことが欠かせなくなっています。
　その新しい事業がまさにデジタルライフ事業です。平成
29年3月期においては、世界初のフルバランス回路搭載の
ハイレゾスマートフォンやポータブルデジタルオーディオ
プレーヤー（DAP）を商品化し、それらに使用できるヘッド
ホンの販売も好調に推移しました。いま世間で主流となって
いるリスニングスタイルを、オンキヨーグループとしても
トータルでお客様にご提供できるようになったことは、大きな
成果であると考えております。

　当期は、パイオニアグループのホームAV事業を統合して
二年が経過、業績改善の大きな成果を実現できた一年で
ありました。AV事業では統合効果が業績の数字として如実
に表れたこと、また、デジタルライフ事業においては、話題
を呼ぶような商品を次々と市場にご提案でき、同事業を第三
の柱として確固たるものにできたことが当期の特徴的な収穫
と言えます。
　そして、OEM事業も含めたすべてのセグメントにおいて
黒字化を実現し、今後の当社グループの経営を見据えた
着実な足場固めを行うことができました。

　パイオニアグループホームAV事業との統合により、二つ
の会社で同種のものを製造、販売していたところを、一社
での共通設計や生産等に切り替えることが可能となりま
した。それによって、統合前にはオンキヨー、パイオニア
いずれかのブランドでしか使えなかったあらゆる資源が
どちらにも配分可能となり、それが平成29年3月期において
大幅な効率化という形として表れたと感じています。

　当社をはじめとするオーディオメーカー各社の事業は、
映画視聴や音楽を聴くという体験のご提供にあると考えて
います。ところがここ10年ほどの間に、業界の垣根を越えた

平成29年3月期を振り返って

AV事業での統合効果

当社グループを取り巻く環境と
デジタルライフ事業の躍進
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　音楽、映画を楽しむ手段は、大きな機器を用いるものから
モバイル機器に至るまで、さまざまなスタイルが生まれ、
その主流は常に変化しますが、どのスタイルにおいても
変わらず必要とされるのがスピーカーではないでしょうか。
当社としましては、その根幹の技術について、研究開発を
し続ける必要があると考えております。そして、そのスピー
カー等を当社の商品だけに用いるのではなく、車、テレビ、
パソコンといった各メーカーに供給している事業がOEM

事業です。
　代表的な成果としては、新素材のセルロースナノファイ
バーの振動板を開発し、それを用いたスピーカーシステムや
ヘッドホンを相次いで製品化したことが挙げられます。ハイ
レゾ音源にふさわしいクリアで明瞭な高音質再生が高い
評価をいただきました。
　また、ここ最近では、単なる部品として供給するのでは
なく、当社がお得意先様の商品の“音”の部分を監修させて
いただき、「sound by Onkyo」などのロゴをご使用いた

だくケースも増えております。このようなロゴ表記は、各
メーカーやお客様から、商品の“音”に関する品質を保証する
機能として受け止めていただいており、OEMという、通常、
顔の見えない事業におきましても、ブランドによる差別化
が可能となってきております。

　繰り返しになりますが、オーディオ体験の主流が据え置き
型の機器からモバイル機器に変わってきており、さらに最近
では、あらゆるモノがインターネットでつながるIoT時代を
見据えたAIスピーカーという形も登場してきております。
当社としましては、自社だけでできることに限らず、他社と
提携・協業をしながら、様々な開発にチャレンジしていく
ことが重要であると考えています。音を鳴らす手段が、かつて
レコードからCDに移っていったように、ストリーミング、モバ
イル機器、AIスピーカーなど、世の中の動きに合わせて
当社としてもご提供するものを変えていかなければなりま
せん。
　ただ、いかなるシチュエーションにおいても「いい音を
ご提供すること」、これは当社として変わらないところ
です。音楽を聴く手段が変化することによって、求められる
スピーカーやアンプのサイズも変わってくるでしょう。です
が、いかに環境が変わろうとも、最高の音を作るという姿勢、
ポリシーは変わりません。
　世の中のライフスタイルの変化にあわせ、その中でベス
トの音を供給することが当社としての使命であると思って
おります。

　そして、世の中はいよいよIoTであらゆるモノがつながる
時代へと進んでおります。たとえば、AIスピーカーに話しか
けて、ハイレゾ音源や映像を入手し、それをAVレシーバー
で再生させ大きな空間で楽しむ、というような音楽体験の
ご提供は可能であり、当社の構築するエコシステムはまだ
まだ進化させる余地があります。

　平成29年3月期の業績としては足場固めを確実に行い
ました。今後は、培ってきた技術に磨きをかけ、さらに新しい
分野にもチャレンジする攻めの経営に転じ、企業として持続
的に成長してまいりたく存じます。株主様のなお一層のご
支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　ここまで新しいリスニングスタイルへのチャレンジを中
心に述べてきましたが、AVレシーバーやHi-Fiオーディオ
といった従来からのAV事業に注力しないわけでは決して
ありません。AV事業を中心に従来から培ってきたオンキ
ヨーグループの技術があるからこそ、新しいチャレンジも
可能となりますし、また「sound by Onkyo」などのロゴに
表れるようなオンキヨーグループへの信頼も生まれてい
ます。そのような従来からの技術にさらに磨きをかけAV事
業の製品を強化しつつ、DAP、スマートフォン、AIスピー
カーといったデジタルライフ事業でのチャレンジに繋げる
必要性を強く感じております。
　チャレンジという意味では、平成29年度の目下の大きな
課題はAIスピーカーです。AIそのものはIT企業を中心に開
発が進んでいますが、そのIT企業各社も“音”に対して質を
求めており、当社にとっても大きなチャンスがそこにはありま
すので、提携・協業を通じて、製品化をさせていく計画です。

TOP MESSAGE

オンキヨーとして変わるところ・変わらないところ
これからの目指す企業像

従来カテゴリーの強化と新しい分野への
チャレンジによるエコシステムの進化

Onkyo「SC-3」 Pioneer「SE-MONITOR5」

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

スマート
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

OEM事業での差別化
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AV事業
デジタル
ライフ事業

B2B事業

「いい音で楽しむ」だけではなく「簡単に楽しむ」へ。購入したハイレゾ音源をPCレスでもオーディオシステムで
再生※1したり、多彩なインターネットコンテンツを手軽に楽しむなど新しい音楽体験を提供します。

外出先や屋外でもいい音楽はいい音で楽しむ、モバイル機器でも最高クラスの音質と高い操作性を実現しています。
人気アニメとのコラボレーションモデルなどラインアップも充実しています。

音の要となる振動板の素材から完成品まで、その高い技術は著名アーティストも認める世界クオリティ。
他社との製品開発、ブランド供与、業務用機器までそのフィールドは大きく拡がっています。

最新のオブジェクトオーディオDolby Atmos®や
DTS:XTMに対応し、リアルな三次元音場再生を実
現。さらには「Chromecast」に対応していますの
で、Androidスマートフォンやタブレット※2で操作し
て世界に配信された多彩な映像や音楽コンテンツ
をWi-Fi環境で簡単に楽しむことができます。

スマートフォンでは世界初※3となる
フルバランス回路駆動＆バランス
端子搭載。オーディオ設計思想を
凝縮して多彩なハイレゾ音源を
はじめあらゆる音楽コンテンツ
を高品質に楽しめます。

世界初※3、iPhoneに充電しながら通話や音楽再生が
楽しめる充電ポートを搭載したLightning接続用ノイズ
キャンセリングインナーイヤーヘッドホン。専用アプリ
ケーションで各種設定をカスタマイズできます。

コンパクトサイズで
もバランス端子搭載
など、徹底した音質
設計と操作性を実現
した、ポータブルデジ
タルオーディオプレー
ヤー（DAP）。

世界的に著名なアーティストZ E D Dとの共同開発。
「ダンスフロアにいるようなパワフルな重低音と繊細な
ディティールまで忠実に再現するクリアな高品質サウンド」
を実現しました。

ネットワークCDレシーバーシステム　

X-HM76
7.2ch対応AVレシーバー　

TX-RZ820
ハイレゾスマートフォン　

GRANBEAT
ハイレゾ対応デジタルオーディオプレーヤー

rubato/private

ノイズキャンセリングインナーイヤーヘッドホン　

RAYZ™ Plus

ZEDDプロデュースDouble Zeroブランドの
第一弾ヘッドホンを受託生産

※1：「e-onkyo ダウンローダー」対応機器と楽曲を保存するHDD（別売）およびネットワーク環境が必要です。
※2：「Chromecast」対応アプリケーションやChromeブラウザーのインストールが必要です。

オンキヨーの高いオーディオ
技術と河合楽器製作所の
優れたピアノ技術を高い次元
で融合させた、新しいデジタル
ピアノの製品化に向け共同
開発が進行しています。

KAWAIハイブリッドデジタルピアノ　

NOVUS NV10

TOPICS

Amazon Alexa音声サー
ビスに対応して音楽再生
はもちろん、WEBカメラ
や温度や湿度センサーを
搭載し多彩な機能を実現
するスマートスピーカー
の開発が進行していま
す。音声認識を中心とし
たAI技術や製品がつなが
るIoT技術にもいち早く
対応してまいります。

スマートスピーカー開発着手
2017年CESにて参考出品

スマートフォンやタブレットからe-onkyo musicで購入したハイレゾ音源
を、X-HM76に接続したHDDに直接ダウンロードして、簡単に再生できる
「e-onkyo ダウン
ローダー」に対応。
ハイレゾ音源を
より身近にする
先進的な楽しみ方
をお届けします。

※3：2017年4月30日現在（当社調べ）

※イメージ図
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AV
事業

※	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29年3月31日現在
前　期

平成28年3月31日現在

資産の部

流動資産 23,874 27,004

固定資産    5,915 5,311

有形固定資産    1,969 1,834

無形固定資産 498 349

投資その他の資産 3,446 3,127

資産合計 29,789 32,316

負債、純資産の部

流動負債 22,416 25,297

固定負債 4,696 4,120

負債合計 27,113 29,418

株主資本 1,216 1,371

資本金 4,311 4,011

資本剰余金 3,894 3,596

利益剰余金 △ 6,936 △ 6,183

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 983 1,134

その他有価証券評価差額金 55 △ 146

土地再評価差額金 342 342

為替換算調整勘定 584 938

新株予約権 － 22

非支配株主持分 477 369

純資産合計 2,676 2,897

負債純資産合計 29,789 32,316

（単位：百万円）（単位：百万円） 連結損益計算書

科　目 当　期
平成28年4月 1 日から
平成29年3月31日まで

前　期
平成27年4月 1 日から
平成28年3月31日まで

売上高 55,882 64,392

売上原価 39,390 48,293

売上総利益 16,491 16,098

販売費及び一般管理費 15,721 18,127

営業利益又は営業損失（△） 770 △ 2,029

営業外収益 120 716

営業外費用 1,349 928

経常損失（△） △ 458 △ 2,241

特別利益 47 2,762

特別損失 97 1,117

税金等調整前当期純損失（△） △ 508 △ 596

法人税、住民税及び事業税 175 159

過年度法人税等 － 52

法人税等調整額 28 400

当期純損失（△） △ 712 △ 1,208

非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失（△） 39 △ 82

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 752 △ 1,126

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）事業の概況

　北米においてはオンキヨーブランド・パイ
オニアブランド製品ともにAVレシーバーの
販売が、欧州においてはパイオニアブランド
製品のミニコンポが堅調な販売となりま
した。しかしながら、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売上高
の大幅な目減りにより前年同期比8,092百
万円減収の38,578百万円となりました。
　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事業との統合による
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2,257百万円増益の2,440百
万円のセグメント利益となりました。

AV事業
38,578百万円
（69.0％）

OEM事業
7,422百万円
（13.3％）

デジタルライフ事業
9,881百万円
（17.7％）

55,882
連結売上高

百万円

　当連結会計年度におけるグローバル経済は、米国においては雇用・所得環境の改善を背景に景気回復
が持続し、国内経済においても景気は緩やかな持ち直しが継続する一方、ユーロ圏においてはイタリア
での政治リスク、英国におけるEU離脱に伴う政治・経済をめぐる先行き不透明感は拭えず不確実な状況
が継続することとなりました。
　このような事業環境の下、当社グループは従来型製品のラインアップ拡充に加えスマートフォン等
のモバイル機器の開発を強化し、従来技術にアライアンスを通じて他社技術を融合させたIoT時代を
見据える次世代製品や人工知能（AI）時代に対応する新製品の開発で「進化するエコシステム」の構築を
目指し新しい提案を行っております。AV事業では不採算製品の販売見直しや円高による海外売上高の
目減りはあったもののパイオニアグループのホームAV事業との統合によるさまざまなシナジー効果を
実現、デジタルライフ事業ではモバイル市場で一定の地位を確立することができたヘッドホンや
ポータブルデジタルオーディオプレーヤーなどの販売が伸長するとともに、高音質を追求したハイレゾ
スマートフォンを大好評のうちに発売することができました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は売上高が前年同期比8,509百万円減収の55,882百万円となり
ました。営業利益につきましてはAV事業におけるシナジー効果の実現や円高ドル安による製品原価の
低減、またデジタルライフ事業の伸長などにより前年同期比2,799百万円増益の770百万円となりました。

事業別売上高構成比

事業別概況

連結財務諸表

本報告書は平成29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。

OEM
事業

　売上高は、車載用スピーカーは堅調に
推移しましたが、パソコン用のマイクロ
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1,775百万円減収の7,422百万円
となりました。
　損益につきましては、中国国内工場の
集約に伴う生産効率の改善などが寄与
したものの、販売減少に加え新素材の振動
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89百万円減益の218百万円のセグ
メント利益となりました。

デジタル
ライフ
事業

　売上高は、ポータブルデジタルオーディオ
プレーヤーの販売が伸長したほか、パイ
オニアブランドの電話機やヘッドホン
及び、オンキヨーブランドのイヤホンの販売
が好調だったことに加え、高音質を追求
したハイレゾスマートフォンを2月に市場
投入するなどにより前年同期比1,358百万
円増収の9,881百万円となりました。
　また損益につきましては、来期以降に
向けた研究開発費の投資があったものの、
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862百万円増益の362百万円の
セグメント利益となりました。
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29.7%

35.8%

11.5%

31.8%

4.1%

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

60.1%
23.6%
22.3%

21.6%
18.9%

新製品紹介（P5～P６）
事業の概況（P7）

トップメッセージ（P1～P2）
四半期連結財務諸表（P８）
特集：取締役対談（P3～P4）

37.2%

32.4%

43.2%

37.8%

業績の説明

新製品情報
新技術情報

40.5%

株主優待

経営方針

CO
R

P
O

R
ATE P

R
O

FILE

S
TO

CK
 IN

FO
R

M
ATIO

N

S
TO

CK
H

O
LD

ER
S

 VO
ICE

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
43名
15,784,439株
18.22%

金融商品取引業者
29名
2,097,293株
2.42%

金融機関
3名
1,727,800株
1.99%

自己名義株式
1名
406,000株
0.47%

個人・その他
13,795名
28,737,026株
33.18%

その他国内法人
105名
37,861,137株
43.72%

（平成29年 3月31日現在） （平成29年 3月31日現在）

第 7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
12.8%

40歳～49歳
18.2%

～29歳
4.7%

未記入
2.2%

60歳～69歳
20.3%

70歳～
23.6%

男性
85.8%

女性
14.2%

50歳～59歳
18.2%

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 20.01 

ギブソン ブランズ インク 13,440,200 15.59 

パイオニア株式会社 10,835,900 12.56 

株式会社河合楽器製作所 8,080,600 9.37 

大朏　直人 4,000,000 4.63 

※持株比率は自己株式（406,000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 86,613,695 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 13,976 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
4,311,994,350円
1,633名

海　外

Pioneer＆Onkyo U.S.A. Corporation

Pioneer＆Onkyo Eurpope GmbH

Pioneer＆Onkyo Marketing Asia Ltd.

ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.

上海安橋電子有限公司
中山福朗声紙盆有限公司
安橋（上海）商貿有限公司
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

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（　　　　）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～P４）　３．新製品紹介（P５～P６）
４．トピックス（P６）　５．事業の概況（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
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 30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

2823

キ
リ
ト
リ
線

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。


