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当社グループのご紹介について 

 

当社グループは、2020年６月開催の株主総会にて、任期２年での役員を選任し、グループ再編の内容を

固め、2020年９月開催の臨時株主総会におきまして、グループ再編の議案について、株主の皆様のご賛成

をいただき、2020年 10月１日より現在の体制に移行し、再編を実行するための、提携や構造改革を進め

足場を固めてきました。 

また、2021年１月に臨時株主総会を開催し、資本調達のご賛成をいただきました。 

 

事業の状況等につきまして、プレスリリースや適時開示等による開示を実施し、ご説明を行っておりま

すが、この度改めまして、当社グループの概要および現状についてご説明をいたします。 

 

 

１） オンキヨーグループの概要、構造改革等の取組みについて 

 

２） オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 

 

３） オンキヨーサウンド株式会社 

 

４）オンキヨー株式会社 

 

 

以上 

会 社 名 オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 朏 宗 徳 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８） 

問 合 せ 先   

役職・氏名 取 締 役 林  亨 

電 話 番 号 ０６－６７４７－９１７０ 



オンキヨーグループの概要、構造改革等の取組みについて

オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
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オンキヨーホーム
エンターテイメント株式会社
Onkyo Home Entertainment
Corporation

本社：大阪府東大阪市川俣１丁目１－41

ルクスビル
東京：東京都墨田区横網一丁目10番5号
創業：1946年9月

資本金：82億6169万4660円
（2020年3月31日現在）

従業員数 1,134名 (連結合計)
(2020年3月期)
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2005.2 米国インテル社との資本・業務提携

1957 ㈱東芝の傘下に

1971 商号をオンキヨー㈱ に

2015.3 パイオニア㈱のホームＡＶ事業との統合

世界初 ルーカスフィルム社の
THX規格取得AVレシーバーを商品化

1994

2004 ジャスダック証券取引所に株式を上場

1946 五代 武が ㈱大阪電気音響社を設立
初代社長に就任

2012.1 ティアック㈱ との資本・業務提携

2017.2 ハイレゾ対応スマホ「Granbeat」発売

アップルストアー向けイヤホン他「Rayz」発売

2016.9 創立70周年

1977 米国 Dolby社との取引開始

2005.8 ハイレゾ音楽配信サービス開始 “e-onkyo music”

2019.5 サマンサタバサとのコラボワイヤレスイヤホン発売

当社の沿革について

2020.10 オンキヨーホームエンターテイメント（株）に商号変更、

OEM事業、その他事業を新設分割し、

オンキヨーサウンド（株）、オンキヨー（株）を設立



当社役員構成について
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代表取締役社長 大朏 宗徳

代表取締役副社長 宮田 幸雄 元フォスター電機（株） 代表取締役社長

取締役 林 亨

取締役 宮城 謙二

社外取締役 吉田 和正

社外取締役 小谷 進

常勤監査役 山田 格也

社外監査役 西浦 孝充

社外監査役 石本 愼一

元インテル（株）代表取締役社長

元パイオニア（株）代表取締役社長

CEO

経営企画担当

ホームエンターテイメント事業統括

公認会計士

税理士



Guangzhou Onkyo
Acoustic

OEM スピーカー組立

事業拠点について
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中国

AVエレクトロニクス製品生産
シャープ社との合弁

S&O Electronics ＊

生産子会社

販売子会社・事業所

本社機構

販売代理店

2021.1.1 現在

OEM スピーカー組立

Shanghai Onkyo
Electronics

Flexi Malaysia ＊

OEMスピーカー組立
ベルサ社との合弁

バンギジトラケダ

上海

広州

＊ 持分法適用関連会社

B2B

台湾オフィス

台北

AVエレクトロニクス製品生産

Onkyo Asia Electronics

Pioneer & Onkyo 
Marketing Asia Ltd.

営業拠点
⚫上海

Pioneer & Onkyo 
Europe GmBH＊

香港

ドイツ
ミュンヘン

Pioneer & Onkyo 
USA Corporation

USA
カリフォルニア州

B2B

上海オフィス

B2B

KLオフィス

マレーシアクアラ
ルンプール

OEM スピーカー組立
Minda社との合弁

Minda Onkyo India ニューデリー

非連結会社 非連結会社

オンキヨーホーム
エンターテイメント株式会社

東京オフィス

東京

本社

大阪



235億

88億 15億 9.7億

2008年度 2014年度 2019年度 2020年９月末

借入債務

断続的な構造改革を実施

5ホームAV事業を中心に構造改革の実施完了

当該期間で役員報酬については67％削減を実施

4,338 名

1,875 名

1,134 名 1,205 名

従業員数（連結全従業員数）

2008年3月期 2020年3月期2014年3月期 2020年9月末

取締役人数

拠点集約の他、人員削減などの構造改革実施済み

工場人員

（738名） （914名）

インド工場本格稼働により、工場人員増加
一方、工場人員以外の人員数は構造改革により減少

（396名） （291名）

8名

6名
5名

4名

2008年度 2015年度 2020年度 2021年度

※社外取締役を除く

2008年3月期 2020年3月期2014年3月期 2021年３月期

販管費
通期連結
第２四半期連結

150億
100億

82億65億
47億 47億

23億

構造改革実施済みのため
本年度 約40％削減見込み

（社外取締役は、全取締役の1/3
にあたる2名選任しております。）

2008年度～2021年１月までの不動産、有価証券等資産売却
金額は約187億円



オンキヨー ホームエンターテイメント株式会社
ホームAV・ヒヤリングデバイス・ゲーミング事業

オンキヨー株式会社
音楽配信・クロスマーケティング事業など

オンキヨーグループ
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オンキヨーサウンド株式会社
B2Bスピーカー供給・OEM事業など

ホームオーディオ ゲーミング 補聴器・電話機デジタルライフホームシアター

ハイレゾ音楽配信

コラボ商品カスタムモニター

テレビ用

PC用
業務用
PA・ゲーム機器用

車載用

音楽、映画体験を提供するオーディオは自社ブランドで設計製造販売

ビデオゲーム用電子楽器用 音声家電用

オーディオ以外での音楽や映画体験は
他社へサウンドの技術や部品で提供

音楽や映画以外の音に関しての
振動等の技術を活用、AIとの連係

100％ 子会社
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本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的として作成したものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性及び完全性を保証または約束するものではなく、
今後、予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。


