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「Sound by Onkyo」戦略

デジタルライフ事業

“サウンドソリューション” と “エクスペリエンス” を提供

AI普及に向けたマイクやスピーカー等の
音のソリューションの提供

OEM事業
既存のスピーカーOEM供給と
サウンドチューニングの提供

家庭の身近なところに
AI対応商品や
サービスの提供

ブランドライセンス事業
TV/オーディオ機器への
ブランドライセンス

Onkyo及びPioneerブランドの
デジタルライフ商品の開発・販売

TOP MESSAGE
トップメッセージ

祖業のスピーカー開発による  音のソリューションを提供し、ブランド価値の浸透を図ります
　株主の皆様におかれましては日頃より格別のご高配を
賜り、誠に有難うございます。

　オーディオ市場が長年厳しい状況にある中、当社では
既存事業の効率化と長年培った技術を活用した新規
事業分野の開拓を推進しておりますが、依然として厳しい
状況が続いております。そのため、昨年度は業績改善の
ために事業構造を見直した年でありました。

　大きなものとしては、昨年10月に行った欧州でのAV
機器販売事業の譲渡及び今年3月の国内子会社2社の
譲渡です。譲渡による経営資源や事業の在り方の見直し
を行うことでより機動力の高い効率的な事業展開を
進めることが可能となりました。

　そして5月には米国のSound United社に対しAV
部門の事業を譲渡する契約を締結いたしました。昨今の
厳しい市場で、オーディオ専門メーカーが生き残るため
の最善策は他ブランドとの最強連合の下で、最高の音楽
体験を世界に提供し続けることがベストであると判断
したことによるものです。
　これにより当社は今後、デジタルライフ事業とOEM
事業に注力していくことを決断いたしました。
　成長市場であるデジタルライフ事業の中心となる
ヘッドホンやイヤホンは、自社ブランド製品として強化
すべきジャンルだと考えており、グローバルに発展中の
eスポーツ市場への挑戦や、コラボモデルも推進し、より
広いお客様へ当社ブランドの認知を広げてまいります。
　市場拡大が見込めるOEM事業では、当社の得意と
する音の技術の提供が、TVやPCだけでなく白物を含む
家電製品、住宅設備に至るまで、その可能性を広げており
ます。

　スピーカーユニットの開発等の音作りは、オンキヨー

オンキヨーブランドの変遷
当社は音のソリューション、エクスペリエンスを提供する会社を目指すべきと考えています。具体的には、ブランド
ライセンス事業であったり、「Sound by Onkyo」等のサブブランドの供給でのソリューションの提供等で、音の感動
を提供し続ける企業を目指してまいります。

が創業当初から行ってきた事業です。当社はこれまで
培ってきた技術をさらに磨くとともに、AI/IoT等今の
時代に対応した生活用品・家電製品に音を用いたソリュー
ションの開発にも取り組み、あらゆるところで「Sound 
by Onkyo」を広めていく所存です。

　このように、今後は祖業であるスピーカー事業により
注力し、質の高い音のソリューションとエクスペリエンス
を提供する会社に生まれ変わり、企業価値の向上を目指
してまいります。株主の皆様には引き続き変わらぬご
支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長 CEO
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出荷台数から見たオンキヨーブランドの露出度の変化

OEM＋デジタルライフ事業

131万台 22131万台 22％
2015 総出荷台数 487万台 2018 総出荷台数 586万台

209万台 43％209万台 43％

万台 278万台 57％ 万台 455万台 78％

HAV事業 HAV事業はブランド
ライセンスビジネスへ切替

音作りの
ソリューションを提供
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完成品ビジネスからエクスペリエンス提供企業へ

2015 2018

（注）この推移はオンキヨーブランドと当社取扱ブランドを含んでおります。また、OEM事業の台数につきましては当社取扱ブランドが付与されていないものは含まれておりません。



NEW PRODUCTS 新製品紹介

TOPICS

AI食トレアプリ
food coachの事業展開

自然素材からヒントを得た高音質スピーカー
バイオミメティクス振動板開発に成功
トンボの翅

はね

からヒントを得た制振性と軽量化、さらに貝殻
の立体構造の適用による高剛性化を実現した高音質
スピーカー開発に世界で初めて成功※

しました。今後ますます自然・環境と
の調和が求められる車載用スピー
カーや自社ブランド製品等へも展開
予定です。
【特許出願中】2019年5月30日現在　※当社調べによる
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世界的に成長著しいゲーミング及びeスポーツ市場に向け、
当社が長年培った音に関するノウハウの活用や操作性向上の
提案を具現化し、既存オーディオとは異なる新たな事業領域
に進出いたしました。
4月25日から5月30日までクラウドファンディングサイト
“CAMPFIRE” にて販売を行い、予想を大幅に上回る受注を
いただくことができました。以降も海外市場を踏まえた販売網
を広げてまいります。

OEM事業 デジタルライフ事業

TCLグループとのコラボ製品販売が本格化ゲーミング機器向け新ブランド
「SHIDO」始動

聴こえサポート商品第一弾、
耳あな型補聴器発売

ドコモAIエージェントAPIを組み合わせた
AIシステムの提案活動を開始

dynabookノートPCに当社スピーカー搭載

OHS-D21
Onkyo Pioneer スポーツタイプのワイヤレス

インナーイヤホン発売 SE-E8TW

トピックス

協業第一弾として同社のハイ
エンドT Vである“ X E S S
シリーズ”に当社音響技術を
搭載。さらに今後もTV事業
をはじめ、Onkyoブランドの
ヘッドホンやサウンドバーの
企画・販売を進めてまいり
ます。

軽度～中等度までの幅広い
聴力に対応、目立ちにくいサ
イズと色の採用により装着を
気にすることなくお使いいた
だける仕様で、日常生活をサ
ポートいたします。

3人制プロバスケットボールチーム
TOKYO DIMEへのサポートを開始
所属選手の栄養サポートをはじめ、オンキヨー
グループのスポーツイヤホンのタイアップも予定
しております。

産学連携による新しいチャレンジ　
オンキヨースポーツ事業強化
「food coach」のノウハウや経験を活かし、スポーツ
栄養分野の監修を行っております。

トップアスリートを擁する（株）
FEAT SPORTSのサポートプ
ログラムに採用いただく等、
順調に展開を進めております。

汗や急な雨でも安心の高い防水水準に
対応し、外音取り込みイヤーチップ搭載
で周囲の状況も確
認しやすい完全ワ
イヤレスイヤホンを
発売しました。

当社開発のウェアラブル端末を使用して、より簡単にAIアプリ
ケーションを活用できるシステムを、OEM事業の一環として提案
活動を開始いたしました。

“dynabook Tシリーズ”の2019
年夏モデル「T9及びT7」に、当社
とDynabook社が共同開発した
新開発のサウンドシステム
「Dynamic Wide Sound」を搭載。
クリアで立体感のあるサウンドを
実現しました。

その他事業

Onkyo Sports

コラボ サマンサタバサとのコラボイヤホン発売
多くの若い女性に支持され
ているファッションブランド、
サマンサタバサと完全ワイヤ
レスイヤホンの共同開発を
行い、5月31日より全国の
サマンサタバサショップにて
販売中です。

IE-ST5TW



70.8%
19.4%

8.9%

買い増し

8.9%全部売却

長期保有

一部売却

28.0%

47.1%

30.6%ビジネスレポート等印刷物の充実
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

46.7%
41.9%

27.0%

新製品紹介（P5～P6）
今後の展望（P2）
事業の概況（P7）

46.4%

40.9%

新技術情報
新製品情報

43.3%

業績の説明

STOCKHOLDERS VOICE

REVIEW OF OPERATIONS

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．ビジネスレポート等印刷物の充実　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．トピックス（P3）
４．新製品紹介（P3～P4）　５．事業の概況（連結）（P5）
６．会社概要（P6）　７．アンケート結果のご報告（P6）　
８．株式の概況（裏表紙）

 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

201906

年齢構成 性別分布

30歳～39歳
12.9%

40歳～49歳
17.7%

～29歳
3.3%

未記入
3.3%

60歳～69歳
23.3%

70歳～
19.9%

女性
16.0%

50歳～59歳
19.6%

男性
83.5%

未記入
0.5%
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AV事業

■ 欧州ではステレオレシーバー、国内
ではUltra HDブルーレイ対応のユニ
バーサルディスクプレーヤーが好調
に推移
■ 国内市場の縮小や欧州子会社に
おける倉庫移管、AQIPA社への事業
譲渡時の出荷体制整備の遅れに伴う
販売の機会損失及び子会社売上高の
減少が響く

　当連結会計年度におけるグローバル経済は、雇用環境の改善や堅調な個人
消費を背景に緩やかな回復基調が続いておりますが、米中間の貿易摩擦や、欧州
経済の減速等により依然不透明な状況が続いております。
　このような事業環境の下、当社グループは事業構造改革を実施して機動性の
高い組織体制への変革に取り組んでまいりました。
　その結果、当連結会計年度における売上高は前年同期比14.9％減収の43,836

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28百万円減益の
1,052百万円の営業損失となり、経常損益は前年同期比270百万円改善の1,676

百万円の経常損失となりましたが、親会社株主に帰属する当期純利益は前年
同期比3,461百万円増益の34百万円となりました。

 事業別概況

OEM事業

■ 基幹カテゴリの車載用スピーカー
や「Sound by Onkyo」等のサブ
ブランドを付したテレビ用スピー
カーの販売伸長
■ インド合弁会社の生産移管の遅れ
に伴う操業度ロスや、加振器・AI/IoT
の戦略分野に関する投資費用に加え、
業務受託関連
サービス費用
増加等により
損失が発生

事業の概況（連結）

デジタルライフ事業

■ 欧州・国内ともに高付加価値の
ワイヤレスイヤホンが好調に推移、
国内では聴こえサポート商品の販売
が堅調
■ 構造改革による効率化や開発費用
の見直しにより、売上高は減収と
なったが損益は利益確保施策の成果
で改善

当社株式についての方針 （複数回答 上位３位）

当社IR活動内容への希望 （複数回答 上位３位）

ビジネスレポート内容への期待 （複数回答 上位３位）

興味を持たれた記事 （複数回答 上位３位）

第9期第2四半期（中間）ビジネスレポートのアンケートでは、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。

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
6,191,221,350円
1,368名 

CORPORATE PROFILE会社概要

アンケート結果のご報告

（2019年 3月31日現在）

アンケートのお願い

売上高

セグメント利益

29,726百万円

1,784百万円 

売上高

セグメント利益

7,373百万円売上高

セグメント利益

6,736百万円

146百万円 △379百万円

AV事業
29,726百万円（67.8％）

OEM事業
7,373百万円（16.8％）

デジタルライフ事業
6,736百万円（15.4％）

43,836
連結売上高

百万円

事業別売上高構成比

■株主様向けアンケート■
　株主の皆様の声をお聞かせいただくためのアンケートを実施しており
ます。ハガキ以外にも下記URLから専用ページにアクセスいただくと、
Webサイトからも回答ができます。ご協力よろしくお願いいたします。

https://br.onkyo.com/survey/

入力コード：2866
QRコードを読み取りいただくと携帯電話からもアクセスできます。

アンケート受付期間：本書到着～2019/9/30 23:59まで

（2018年4月1日～2019年3月31日）



郵 便 は が き

差出有効期間
2020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
総務人事本部  株主アンケート係行
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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）

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

パイオニア株式会社 10,835,900 9.44 

オーエス・ホールディング株式会社 8,258,000 7.19 

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC 
CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT 7,000,000 6.10 

大朏　直人 4,000,000 3.48 

Evolution Technology, Media 
and Telecommunications Fund 1,739,930 1.51 

※持株比率は自己株式（407,605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、2018年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 115,150,195 株

単 元 株 式 数 100 株

株　　主　　数 28,585 名

■ 大株主

株式の概況
（2019年 3月31日現在）

〒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、譲渡及び貸与することは一切ございません。

アンケート締切：2019年9月30日（当日消印有効）

●各社の製品及びサービスの名称、それらのロゴは各社の商標または登録商標です。


