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AI技術と音声インターフェースですべ
てがつながるスマートライフの実現に
は、当社グループが長年培ってきた高
いオーディオ技術が大きな強みとなり
ます。精度の高い音声認識、高品位な
音声/音楽再生を実現し、リビングで、
モバイルで、クルマで、あらゆる生活
シーンにこれまでにない新しい体験を
お届けしてまいります。

音とAIの融合で拓く新規事業分野

TOP MESSAGE

さらなる事業拡大を目指して　

AI
クラウドサービス

ホームで使う クルマで使う

家庭用
AI対応スマートスピーカー

マイク内蔵
イヤホン / スピーカーフォン

車載用
AI対応スマートスピーカー

モバイルで使う

（イメージ）

LTE接続 LTE接続インターネット接続

高品位な音楽再生はじめ対応する
家電と連動するなど、さまざまな機器
を音声で快適に操作できます。

移動中に受信したメールを読み上げ
たり、音声で簡単に電話をかけたり、
外出先でも快適に過ごせます。

運転中の安全確保が重要なクルマで
は車内の反響やノイズの中でもハンズ
フリーの快適操作を実現します。

VALUE CREATION

株主の皆様へ

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

2017年度上半期の外部環境においては、オーディオ市場の厳しさ

は継続しましたが、インターネットを経由した多彩なクラウドサービス

がますます本格化し、これまでにない音楽再生環境や新しいサービス

が続 と々登場しています。

そのような中、当社では、AV事業を中心に、不採算モデルの見直しを

継続的に進め、筋肉質の経営への移行を進めるとともに、アライアンス

を通じて他社技術と当社のオーディオ技術を融合させた次世代製品の

開発を積極的に取り組んでおります。8月にはAI対応スマートスピーカー

の欧米での発売を発表し、11月には日本での発売も開始いたします。

AIに関連した開発の資金調達としてエクイティファイナンスも複数回行って

おり、今後、様々なものがインターネットに接続されるIoT時代の到来に

向けて、株主資本の強化による財務基盤の安定を図りつつ、スマート

スピーカーのみならずAI技術を用いた各種製品の開発も進め、時代の

ニーズに対応した製品やサービスのご提供に尽力いたします。

今後とも、VALUE CREATIONの経営理念のもと、AIなどの新分野と、

これまで培ってきた音に対する技術を融合させた新たなご提案を行い、

企業価値の向上を目指してまいりますので、株主の皆様には変わらぬ

ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

A IとIoTで実現する
スマートライフ構想
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AIスピーカーが米国でブームとなったのは、2015年11月に発売

されたAmazon社のAI対応スマートスピーカー「Amazon 

Echo」です。当社でもはじめは、Amazon社との間で、

「Amazon Echo」と当社のAVレシーバーなどのオーディオ

機器との連携を模索しようという動きがありました。

しかしながら、米国でのAIスピーカーの主な利用目的は、

音楽を聴くことであるとの調査結果が出ていることを知り、

このスマートスピーカーをオーディオの一つとして捉えたならば、

まだまだこれを進歩、改良させる余地がある、当社として付加

価値を提案することができると感じました。

と同時に、声で話しかけて音楽を鳴らすことが米国でこれだ

け急速に浸透した状況から、今後の音楽シーンにおいて、

AIが不可欠なものとなっていくであろうとも実感し、当社として

スマートスピーカーの開発に取り組むこととしたのです。

現在、発表しているスマートスピーカーは、その第一歩として、

音楽をより高音質で楽しんでいただくことを実現した製品と

なっています。

AI対応スマートスピーカーという小さな機器において、いかに

良い音、迫力のある音を出すのかというところは、苦労しま

した。もともと市場が音楽をより手軽に楽しむ方向へ向かって

いましたので、2015年頃から、使いやすさを追求した小型

の機器でいかに良い音を再生できるかという課題に取り組んで

いました。その開発が今回のスマートスピーカーにおいても

活かされました。

もちろん音は当社の存在意義でもあり、強みです。

ただ、これからは、AIを核にしてどのように新しいビジネス

モデルを作れるか、どのような新しい音の楽しみ方をご提案

できるかが当社の取り組む重要課題であると思っています。

オーディオの市場というのは、あまり拡大が見込めないと言わ

れていますが、スマートフォン等の浸透により、音楽を手軽

に入手し聴く人は増えており、音楽が日常生活においてより

身近になってきていることは確かです。この意味ではまだまだ

当社にも事業拡大のチャンスはあると思っています。

そして、このスマートスピーカーは、まさに新たな音楽シーン

を生み出すものです。

日本ではこれから本格的な発売が始まるという段階ですが、

一度お使いいただければ、非常に便利で、これまで以上に

手軽に音楽を楽しめることを実感していただけると思っています。

また、特に欧米では、リビングや庭などにスピーカーがあり、

家中を音楽で満たしたいという需要が根強くあります。

当社のスマートスピーカーは、オンキヨー、パイオニアブランド

の従来のオーディオ製品とも連携をしており、スマートスピーカー

からの指示により、家庭内の大きな機器での音楽再生も可能です。

オンキヨーとパイオニアのブランドのもと、スマートスピー

カーを通して、従来からのオーディオの活用も含め、これから

の新しい音楽シーンを作っていきたいと考えています。

当社では、音の入口と出口の部分での技術をさらに高めていか

なければならないと思っています。

周りの環境がどのような状況であろうとも音声を認識できる

技術であったり、音を出すのが困難な状況においても、たと

えば加振器を用いて良い音を再生できる技術などがそうです。

さらに、AIやIoTの世界は、住宅、家電、クルマなど、その

活用分野がどんどん広がっています。

オーディオという世界にこだわらず、スマートホーム対応や

クルマとの連携など従来当社の取り組んでこなかった分野に

おいても、音とAIを結び付け、当社の技術によって付加価値

をご提案していきたいと考えています。

実際、すでにいくつかの企業からお問い合わせもいただいて

おり、今後は、AIを一つのキーワードに、多様な企業とコラボ

レーションしながら、当社の技術も磨き、新しい音の活かし方、

楽しみ方を実現していければと考えています。

取締役CTO
オンキヨー＆パイオニアテクノロジー株式会社 代表取締役社長　
CEプロジェクト担当

特集／取締役インタビュー
S
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― 今後の開発は
 どのような方向へ向かっていきますか。

― AIスピーカーの発売を発表しました。
 開発のきっかけから現在の状況までを
 教えてください。

― AI対応スマートスピーカーにおける
 オンキヨーとしての強みはやはり「音」でしょうか。

― 開発の苦労された点は
 どういったところでしょうか。

SPECIAL ISSUE



口径50mm CNF採用の振動板
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B2B事業

Amazon Alexa、Google Assistantそれぞれ
のAIエンジンに対応する充実のラインアップ。
音楽再生に最適な高音質設計に加え、IoT時代に
相応しいスマートホームとの連携、「DTS Play-

Fi」や「Chromecast built-in」を搭載したネット
ワーク対応AV機器とも連携し、さらに本格的な
音楽再生も楽しめます。
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最新の技術とノウハウを凝縮して、徹底した
高音質設計が施された本格的なＡＶ機器が
市場の高い評価を獲得しています。

AV事業
さまざまな環境でも高品位な音楽再生を楽しんでいただける、ヘッドホン、イヤホンのライ
ンアップを強化。スポーツ市場に向けた製品やハイレゾ音源配信とも連動したコラボレー
ションモデルも好調です。

加振器による音声/音楽再生
技術で、家電などAI、IoT分野
への事業拡大を目指します。

デジタルライフ事業

セルロースナノファイバー（CNF）を使用した振動板を採用
したハイレゾ音源対応の高級モデル。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
SE-MONITOR5

加振器を取り付けた対象を振動させて音を
出す技術を活用、従来のスピーカーユニッ
トでは性能を充分発揮できない環境でも高
品位な音声/音楽再生を実現します。最新
の炊飯ジャーやデジタルピアノで採用され、

今 後 もAIや
IoT対応家電、
スマートホー
ムなど新規事
業分野の拡大
を目指します。

河合楽器製作所との共同開発第2弾、KAWAIデジタルピアノ「CA98
／CA78」には、高域再生用と低域再生用の2種類の加振器が採用
され、グランドピアノの音の再現性を高めています。

ワイヤレスインナーイヤーヘッドホン
SHQ7900CL 
優れたフィット感、防水
保護等級IPX4に対応した
防沫仕様のスポーツ向け
モデル。

7.2ch対応AVレシーバー
TX-NR676E

DTS:XTMやDolby Atmos、ハイレゾ音源再生
chromecast built-inにも対応、映像も音楽も楽し
める人気モデル。

SACDプレーヤー
PD-70AE
光ディスク再生に特化
したハイクラスSACD
プレーヤー。
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新製品紹介

VC-FLX1 VC-PX30（B） VA-FW40（B）

Amazon Alexa対応

VC-GX30（B） VC-GX30（W）

Google Assistant対応

「響け！ユーフォニアム」
コラボモデル

ハイレゾ音源対応ヘッド
ホンSE-MHR5を採用。
オリジナルパッケージを
はじめオリジナルグッズ
3点を付属した豪華セット。
ONKYO DIRECT受注
販売モデル。 ©武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

※VC-FLX1、VA-FW40（B）は現在海外でのみ販売しています。

加振器 Vibtoneシリーズ イメージ図

AI対応スマートスピーカー

デジタル回路専用
電源トランス
アナログ回路専用
電源トランス

重量級静音制振ドライブ
メカニズム搭載

オーディオ信号の流れ

デジタル電源経路

アナログ電源経路

デジタル回路専用
ディスクリート電源

アナログ回路専用
ディスクリート電源

パネル／壁

加振器
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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29年9月30日現在

前期末
平成29年3月31日現在

資産の部

流動資産 28,657 23,874

固定資産    6,237 5,915

有形固定資産    2,159 1,969

無形固定資産 504 498

投資その他の資産 3,573 3,446

資産合計 34,895 29,789

負債、純資産の部

流動負債 28,280 22,416

固定負債 3,748 4,696

負債合計 32,029 27,113

株主資本 1,246 1,216

資本金 5,292 4,311

資本剰余金 4,874 3,894

利益剰余金 △ 8,867 △ 6,936

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 1,081 983

その他有価証券評価差額金 114 55

土地再評価差額金 342 342

為替換算調整勘定 623 584

非支配株主持分 538 477

純資産合計 2,865 2,676

負債純資産合計 34,895 29,789

（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29年4月 1 日から
平成29年9月30日まで

前第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

売上高 21,483 24,124

売上原価 15,416 17,333

売上総利益 6,067 6,790

販売費及び一般管理費 7,506 7,527

営業損失（△） △ 1,438 △ 736

営業外収益 164 245

営業外費用 547 525

経常損失（△） △ 1,820 △ 1,015

特別損失 3 －

税金等調整前四半期純損失（△） △ 1,824 △ 1,015

法人税、住民税及び事業税 117 70

法人税等調整額 17 △ 32

四半期純損失（△） △ 1,958 △ 1,053

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（△） △ 27 12

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △ 1,931 △ 1,066

（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

AV事業
　北米においてはオンキヨーブランド
製品の新AVレシーバーが好調な販売
となりましたが、昨年度に引き続き全
世界において戦略的に不採算モデル
の販売見直しを実施したことや、特に
マーケット縮小の度合いが大きかった
国内において、その販売影響を受ける
ことになりました。さらに欧州においては
パイオニアブランド製品のミニコンポ
の販売が想定した台数を下回る結果に
なったことにより売上高が減少しま
した。以上により売上高は前年同期比
3,213百万円減収の13,282百万円と
なりました。また損益につきましては、
上述の理由により前年同期比144百万円
減益の443百万円のセグメント利益と
なりました。

AV事業
13,282百万円
（61.8%）

OEM事業
3,432百万円
（16.0%）

デジタルライフ事業
4,769百万円
（22.2%）

21,483
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、米国においては雇用情勢の改善が続き個人消費は
底堅く推移、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所得環境が
改善傾向にあるものの物価面の下押し圧力が個人消費の重石となっているほか、英国においては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しております。
　このような事業環境の下、当社グループは重点カテゴリーであるデジタルライフ事業を中心に従来技術に
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」
の構築を目指し新しい提案を行うとともに、話題の人工知能（AI）関連製品では他社に先駆けた製品発売を目指し
ております。具体的には、平成29年8月末にAI対応スマートスピーカーの欧米での発売を発表、当該製品は日欧米
を中心に年内上市を目指しております。OEM事業においては新規マーケット開拓の目玉となる加振器について
の積極的な研究開発を行う一方、生産拡大と競争力の向上を目的として、インドにUNO MINDA GROUP
との合弁会社を設立し量産を開始いたしました。デジタルライフ事業では、高音質を追求したハイレゾスマート
フォン、ノイズキャンセリング機能と音声認識技術を採用し、Apple社の音声認識型パーソナルアシスタント
機能「Siri」の起動が容易なイヤホンRAYZなど話題の製品の販売が本格化しておりますが、AV事業において
はマーケットそのものが縮小傾向にあり、特に国内における販売が減少、欧州におけるパイオニアブランド
のミニコンポの販売が不振となったほか、OEM事業においては環境関連製品の受注が減少しました。
　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2,640百万円減収の21,483百万円と
なりました。営業損益につきましては前年同期比701百万円減益の1,438百万円の営業損失となりました。

事業別売上高構成比

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。

OEM事業
　売上高は、基幹
カテゴリーである
車載用スピーカーは堅調に推移した
ほか独自の音質チューニングを施し
「Sound by Onkyo」、「Onkyo Speakers 
Installed」などのＯＤＭ向けサブブランド
を付したテレビ用スピーカーの販売が好調
となりましたが、環境関連製品の受注が
減少したことなどにより前年同期比240
百万円減収の3,432百万円となりました。
　また損益につきましては、環境関連製品
の販売減少に加え、従来型スピーカーの
搭載が難しい環境下でも音を発生させ
られる、革新的商材となりうる加振器に
ついての積極的な研究開発費の発生、9月
より本格稼働を開始したインド合弁会社に
おける立ち上げ関連費用が発生したこと
などにより、前年同期比66百万円減益の
309百万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

CO
N

S
O

LID
ATED

 FIN
A

N
CIA

L S
TATEM

EN
TS

デジタル
ライフ事業
　売上高は、新カテゴリー
であるiPhoneに対応した
パイオニアブランドの
ノイズキャンセリング
イヤホンRAYZとバッテリー不要のスピー
カーフォンRAYZ Rallyや、高音質を追求した
ハイレゾスマートフォン、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
ことなどにより前年同期比812百万円増収
の4,769百万円となりました。
　損益につきましては、上記新カテゴリー製品
による売上総利益への貢献は高かったもの
の、市場導入を促進するために行った各種
マーケティング施策等に投じた販売促進初
期費用が発生したこと、IoT時代を見据えた
AI関連製品の研究開発費への積極投資による
費用計上や全世界における上市準備費用の
計上などにより、前年同期比295百万円減益
の355百万円のセグメント損失となりました。



72.9%
16.9%

10.8%

4.2%

買い増し
長期保有

全部売却 10.2%
一部売却

その他

29.5%

41.0%

10.2%

34.3%

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

60.8%
33.7%

31.3%
21.7%

16.9%

新製品紹介（P5～P6）
トップメッセージ（P1～P4）

トピックス（P6）
事業の概況（P7）

株式の概況（P9）

36.1%

22.9%

48.8%

41.6%

新製品情報

業績の説明
新技術情報

44.6%

株主優待

経営方針
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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
53名
15,077,118株
15.61%

金融商品取引業者
39名
4,635,185株
4.79%

金融機関
3名
1,956,600株
2.02%

自己名義株式
1名
406,602株
0.42%

個人・その他
20,538名
42,977,201株
44.49%

その他国内法人
126名
31,560,989株
32.67%

（平成29年 9月30日現在） （平成29年 9月30日現在）

第 7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
9.6%

40歳～49歳
23.5%

～29歳
2.4%

未記入
4.8%

60歳～69歳
19.3%

70歳～
18.1%

男性
84.3%

女性
13.3%

未記入
2.4%

50歳～59歳
22.3%

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

ギブソン ブランズ インク 13,440,200 13.97

パイオニア株式会社 10,835,900 11.26

オーエス・ホールディング株式会社 10,258,000 10.66

株式会社河合楽器製作所 8,080,600 8.40

大朏　直人 2,000,000 2.08

※持株比率は自己株式（406,602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 96,613,695 株
単 元 株 式 数 100 株
株　　主　　数 20,760 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
5,292,565,350円
1,731名

海　外

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。

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）  ３．今後の展望（P２）
４．特集／取締役インタビュー（P３～P４）
５．新製品紹介（P５～P６）　６．事業の概況（P７）
７．四半期連結財務諸表（P８）　８．会社概要（P９）
９．株式の概況（P９）　10．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、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

アンケートのお願い
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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 



郵 便 は が き

差出有効期間
平 成 30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

3774
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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。


