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あらゆる生活シーンにオンキヨーの技術が活かされている
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あらゆる生活シーンに
Onkyoを

今後の展望  ―新しい分野へのチャレンジ―
VALUE CREATION

　当社では「あらゆる生活シーンにオンキヨーを」を
モットーに、様々な業界との協業を始めております。長年
にわたってオーディオ事業で培った技術をもとに、これ
からはオーディオ以外の市場へも皆様の生活により
フィットする心地よい音作りを行う企業として、“オン
キヨーの音”をお届けしてまいります。
　OEM事業では「Sound by Onkyo」を筆頭に、当社
製スピーカーを搭載した製品に付与できる「Speakers 

Installed by Onkyo」や「Powered by Onkyo」、
「Tuned by Onkyo」などのサブブランドを立ち上げ、
他社ブランドのPCやスマートフォンへもブランド展開を
行っております。そしてこの春の液晶TV業界世界第3

位の大手AVメーカー TCL社との業務提携はじめ、海外
企業との提携を推進することで新しい分野へ事業を
拡大してまいります。

　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。

　オーディオ市場はここ数年縮小傾向にある状況は
変わっておらず、当社にとって厳しい事業環境が続いて
いることは否定できません。
　そこで当社では、本年3月に国内を中心とした事業
の構造改革を行い、また、6月には欧州の子会社で
行っていた欧州地域におけるオーディオ製品の販売
事業をドイツのAqipa社へ譲渡することによって、より
機動的で筋肉質な経営体質への変革を進めてまいり
ました。
　構造改革とともに、今後を見据えた成長戦略として
推進しているのが、OEM事業（法人向け）の強化です。
当社は「音」を作り、ご提供する会社です。当社の作る
「音」を、自社製品としてお客様へご提供すること
はもちろんですが、さらには、車、家電など他メーカー
の製品の中に採用いただきお客様のもとへお届け
する形のビジネスを、いま国内外で進めております。
「Sound by Onkyo」などのサブブランドを付けて
いただく事例もグローバルに増えており、製品カテ
ゴリーもエリアも今まで当社がお届けできなかった
ところで、オンキヨーの「音」やブランドを知っていた
だく機会が徐々に増えつつあります。
　今後とも、「VALUE CREATION」の経営理念のもと、
これまで培ってきた「音」に対する技術をさらに磨き、
新しい分野へのチャレンジを続けることで、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
ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

Global Collaboration

〜新たな価値提案と感動を世界へ〜

グローバルに活躍する企業との協業で新しい挑戦を重ね、

事業分野の拡大とさらなるブランド向上を目指します。

中国の大手AVメーカー TCL社との業務提携が
順調に進行中。さらに新しい取り組みにも着手。

第一弾としてハイエンドTV“XESS”シリーズに共同
開発技術を搭載して、次世代TVとして中国国内で
販売。さらに今後は同社によるOnkyoブランドの
ヘッドホン、ミニコンポなどの企画・販売を進めて
まいります。
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特集／取締役インタビュー

SPECIAL INTERVIEW

当社をとりまく事業環境および今後の課題
　ご存じのとおり、オーディオ市場は厳しい状況が続い

ています。しかしながら、当社の大きな事業領域である

ホームオーディオ分野、OEM（法人向け）分野とも、当社

の果たすべき役割は「いい音をお客様に提供する」という

ことに尽きます。「音」が存在する限り、音声再生という

分野が無くなることはなく、そして「音」の領域は無限

です。音を出すことはもちろんですが、音を消す、さらに

は聞こえない音（低音波、超音波）を活用するという分野

にも市場があり、当社としてまだまだやるべきことは

たくさんあります。そういう意味でビジネスチャンスは

無限と言えます。

　当社は長年ブランドビジネスに携わってきましたが、

従来のホームオーディオ製品もヘッドホンを中心とした

デジタルライフ製品も、今後は自社ブランド以外にも

展開し、幅広い分野で当社がその役割を果たしていく

ために、OEM事業の拡大は重要な課題と捉えています。

OEM事業の重要な分野である
車載スピーカーの現状と今後の展望
　昨年夏から本格稼働したインド工場での生産が、順調

に推移しております。当初予定した以上の受注や今後見

込まれるインド国内の需要拡大にも対応すべく、さらなる

生産能力の拡大を早期に実現したいと思っています。

　また、近年注目されている、電気自動車や自動運転の

登場、AI対応などといった車の進化にともなって、車載

スピーカーも進化する必要があり、新しい環境に相応し

い製品の開発を進めています。音声再生が可能な加振

器が欧州ではすでに導入開始されておりますが、今後車

載用途としての採用が多くなってくると見込まれますの

で、当社のVibtone（音声用加振器）のビジネスが拡大

するものと考えています。

海外メーカーとの提携を推進し
テレビ市場をグローバルに拡大
　すでに国内メーカーでは実績がありますが、今期

に入って、海外メーカーとの提携も積極的に行って

おります。音質監修や音声再生の共同開発を行い、

「Sound by Onkyo」といったサブブランドを付する

ことで、当社ブランドをグローバルに露出していきます。

すでに中国のTCL社と共同開発したテレビが発売開始

され、今後欧州などへも新製品の投入が拡大していく

予定です。また、この分野においてもVibtoneは重要な

デバイスとして期待されており、当社ならではの新しい

提案で新製品の開発も進め、市場を拡大していきたいと

考えています。

AIを幅広い分野に展開し
最適なソリューションを提案していく
　まずAIでどういうことを実現するのか、ということ

が重要です。その使用用途に最適なソリューションを

提供する必要があり、それぞれの現場に応じたアプリ

ケーションの開発が必要となります。プラットホームと

なるAIスピーカーの開発はすでに完成していますの

で、今後は納入先ごとに要求される仕様に対して、

最適なソリューションをどのように提供していくのかに

主眼をおいて、ハードとソフト両面からの開発を行って

いきます。

　また、セルロースナノファイバー（CNF）など新素材の

研究及び製品化にも積極的に取り組み、当社が最も

得意とする音楽再生において最上級の音質、品質を常に

求め、あらゆるシーンで最高の音楽体験を実現していく

ことは、当社事業を支える基本になると考えています。

市場は自ら作り新規事業分野を開拓、
業績拡大を目指します
　ヘッドホンなどの完成品においても自社ブランド

含め、スポーツ用、ゲーム用、教育用、医療用など特定

の使用用途に応じて求められる仕様を実現していく

ことで、今後は業務用機器の市場を自ら作って市場

拡大を図っていきます。OEM市場には無限の可能性

があります。新しい分野に果敢に取り組み、売上を拡大、

OEM事業を当社事業の大きな柱に成長させたいと

考えています。当社はいままさに変化の途中ですが、必ず

変わります。株主の皆様には引き続き、当社にご支援

いただきたいと思います。

「音」がある限り事業領域は無限
培った技術を幅広い分野に展開
代表取締役副社長
B2B本部長
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その他事業

Pioneerブランドの3モデルが、ヨーロッパを中心と

した29か国のメディアが審査を行うEISA（Expert 

Imaging and Sound Association）年間アワードを

受賞いたしました。

このアワードは欧州のなかでも評価の高い音響・映像

分野の専門誌が加盟する業界団体であるEISAという

団体によって選定され、現在欧州はもちろん、米国

やアジア・オセアニア地域においても最も権威ある

アワードとして知られています。

HAV事業

Onkyo

Onkyo Sports コラボ 2018年9月受付終了

2018年9月受付終了

Pioneer

Pioneer

DL事業

FR発売20周年モデル発売

AI搭載の食トレアプリ「food coach」事業を開始 宮野真守　コラボモデル

耳穴装着タイプの集音器発売

UHDディスクプレーヤー発売

X-NFR7FX VMR-E50

UDP-LX500/UDP-LX800

Onkyo 会津桐を採用した桐ヘッドホン開発
SN-1

Pioneer ワイヤレスインナーイヤホン発売
SE-C8TW

トピックス

Best Amplifier ： プリメインアンプ　A-40AE
Best Portable Audio Player ： デジタルオーディオプレーヤー XDP-02U
Best Home Theater Receiver ： AVレシーバー VSX-933

©Himawari Theatre Group Inc. / KING RECORD CO., LTD.

MD搭載に始まり、現在のUSB/SDやハイレゾ対応など、時代の
ニーズに応じて搭載するメディアを変えつつ、ミニコンポの定番
アイテムとして多くのお客様に長く愛され続けています。

自然な「聞こえ」を実現するボイスモニタリング
レシーバー。耳穴に合わせた形状で、装着しても
目立たず使用できる新型タイプ。2週間試用できる
貸出しサービスも実施中。

2018年設立のオンキヨースポーツ社と各競技においてトップアス
リートを輩出している至学館大学で共同開発を行い、豊富なデータを
基に分析されたデータで提携先のプロ
/アマアスリートのための食事トレー
ニングをサポートいたしております。

人気声優の宮野真守とのコラボレーション
モデルを受注販売。ハイレゾ対応インナー
イヤーヘッドホン（Pioneer SE-CH3T）を
採用して、e-onkyo musicで好評配信中の
「宮野真守」のハイレゾ音源をお楽しみ
いただけます。

和楽器に用いられる「桐」素材と「彫り」技法を採用した
ヘッドホンを開発。
日本経済新聞社運営のチケット
購入型クラウドファンディング
サイト“未来ショッピング”にて
予想を上回る反響を得ました。

左右独立型のBluetooth®対応により、ケーブルを
気にすることなく自由なリスニングスタイルで音楽
を楽しみ、内蔵マイクで快適に
ハンズフリー通話も楽しめる
ワイヤレスインナーイヤホン。

歴代の光ディスクプレーヤー開発で培ってきた技術を投入、高品位な
Ultra HD ブルーレイ再生に対応し、妥協のない画質・音質を実現した
ユニバーサルディスクプレーヤーを発売。  
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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30年9月30日現在

前期末
平成30年3月31日現在

資産の部

流動資産 23,449 25,263

固定資産    4,691 6,408

有形固定資産    2,048 1,909

無形固定資産 471 498

投資その他の資産 2,172 4,000

資産合計 28,141 31,671

負債、純資産の部

流動負債 22,137 25,000

固定負債 3,667 3,969

負債合計 25,805 28,970

株主資本 893 611

資本金 6,107 5,792

資本剰余金 5,550 5,235

利益剰余金 △ 10,710 △ 10,362

自己株式 △ 53 △ 53

その他の包括利益累計額 1,077 1,620

その他有価証券評価差額金 52 493

土地再評価差額金 342 342

為替換算調整勘定 682 783

新株予約権 － 3

非支配株主持分 363 466

純資産合計 2,335 2,701

負債純資産合計 28,141 31,671

（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30年4月 1 日から
平成30年9月30日まで

前第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

売上高 21,674 21,483

売上原価 16,165 15,416

売上総利益 5,509 6,067

販売費及び一般管理費 6,750 7,506

営業損失（△） △ 1,240 △ 1,438

営業外収益 177 164

営業外費用 597 547

経常損失（△） △ 1,659 △ 1,820

特別利益 1,700 －

特別損失 261 3

税金等調整前四半期純損失（△） △ 220 △ 1,824

法人税、住民税及び事業税 286 117

法人税等調整額 △ 5 17

四半期純損失（△） △ 502 △ 1,958

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △ 154 △ 27

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △ 347 △ 1,931

AV事業

売上高

売上高 営業
損失

売上高 売上高

前年同期比

前年同期比 前年同期比

前年同期比 前年同期比

　損益は、構造改革による販売効率
の強化が進んだものの、欧州のシス
テム変更費用の増加や新旧モデルの
切り替え費用が増加したことにより、
不採算モデルの整理が続いている
ことから、前年同期比59百万円の減益
となる383百万円のセグメント利益
にとどまりました。

　当社グループは、さらなる経営改善・企業価値向上を実現
するために事業の構造改革を実施し、AV事業とデジタル
ライフ事業の業務統合による設計、生産から販売に至る
までのプロセスの最適化や、欧州地区の販売における構造
改革の実施、さらには事業拡大を見込むOEM事業、及びAI/

IoT分野をはじめとする新規事業開拓の強化を図る技術部門
の最適化を行い、効率的かつ機動性の高い組織体制を構築

いたしました。その結果、財務環境の改善効果が表れ、筋肉質
な企業構造となり、第2四半期単独では営業損益、経常損益、
親会社株主に帰属する四半期純損益とも黒字化を実現して
おります。なお当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高
が前年同期比0.9％増の21,674百万円となり、営業損益に
つきましては、前年同期比197百万円改善の1,240百万円の
営業損失となりました。

 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。

OEM事業

　損益は、インド合弁会社への追加
の投資費用をはじめ、加振器やAI/

IoT戦略の推進に関わる費用のほか、
コールセンター業務受託及び修理
業務受託事業を本年度よりOEM事業
として管轄する費用の増加などに
より、前年同期比130百万円減益の
439百万円のセグメント損失となり
ました。

事業の概況（連結） 四半期連結財務諸表

デジタルライフ事業

　損益は、構造改革やAV事業との
企画・生産・品質管理・販売までの業務
統合による効率化が進み、前年同期
比96百万円増益となりましたが、売上
高減少による売上総利益の減少が
響き、259百万円のセグメント損失と
なりました。

14,748

21,674 1,240

3,307 3,619百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

11.0% 増

0.9% 増 197百万円改善

30.7% 減 5.5% 増

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
（平成30年4月1日～平成30年9月30日）



65.7%
18.0%

12.2%

8.3%

買い増し
長期保有

その他 8.5%
全部売却

一部売却

25.5%

48.7%

14.1%

32.6%

5.6%

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

57.2%
30.4%
29.4%

20.0%
12.9%

新製品情報（P5～6）
トップメッセージ（P1～4）

株式の概況（P9）
事業の概況（P7）

トピックス（P6）

35.5%
30.9%

45.0%

41.8%
新技術情報

株主優待
業績の説明

44.3%
新製品情報

経営方針

STOCKHOLDERS VOICE

外国法人等
101名
9,564,864株
1.64%

金融商品取引業者
41名
7,670,876株
3.41%

金融機関
2名
2,066,300株
1.56%

自己名義株式
1名
407,373株
0.39%

個人・その他
27,505名
70,722,630株
59.16%

その他国内法人
129名
21,118,152株
33.84%

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

パイオニア株式会社 10,835,900 9.74 

オーエス・ホールディング株式会社 8,258,000 7.43 

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 
CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT 7,000,000 6.29 

大朏　直人 4,000,000 3.59 

野村證券株式会社 2,491,116 2.24 

海  外

Pioneer & Onkyo U.S.A. Corporation

Pioneer & Onkyo Europe GmbH

Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.

ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN.BHD.

Minda Onkyo India Private Limited.

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
広州安橋音響有限公司

オンキヨー技術センター、東京オフィス

国  内

オンキヨー&パイオニア株式会社
オンキヨー&パイオニアイノベーションズ株式会社
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
オンキヨーディベロップメント&マニュファクチャリング株式会社
オンキヨースポーツ株式会社

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．トピックス（P５）
６．新製品紹介（P５～P６）　７．事業の概況（P７）　
８．四半期連結財務諸表（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。
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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、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

201812

年齢構成 性別分布

30歳～39歳
8.0%

40歳～49歳
16.5%

～29歳
2.7%

未記入
4.4%

60歳～69歳
25.6%

70歳～
25.5%

女性
16.3%

50歳～59歳
17.3%

男性
81.8%

未記入
1.9%

アンケートのお願い

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）

第 8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。

※持株比率は自己株式（407,373株）を控除して計算しております。
※「MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID 

SEG ACCOUNT」は、9月19日付の第三者割当増資により実際の株式所有
者は「DTS,Inc.」と確認しております。

発行可能株式総数 150,000,000 株

発行済株式の総数 111,550,195 株

単 元 株 式 数 100 株

株　　主　　数 27,779 名

大株主

所有者別株式分布状況

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
6,107,565,350円
1,587名 

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

CORPORATE PROFILE STOCK INFORMATION会社概要 株式の概況 アンケート結果のご報告
（平成30年 9月30日現在） （平成30年 9月30日現在）

事業所

連結子会社



郵 便 は が き

差出有効期間
2 0 1 9 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
総務人事本部  株主アンケート係行

6280
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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。
https://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）

https://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。


